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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の皮膚から、および／または該皮膚の下から採血するデバイスであって、該デバ
イスは、
　流体輸送器と、
　該デバイスに内蔵される事前同梱真空チャンバであって、該デバイスが該皮膚に適用さ
れる前に大気圧よりも小さい内圧を有する、事前同梱真空チャンバと、
　上記事前同梱真空チャンバからの陰圧が該被検体の該皮膚に印加されると、該流体輸送
器を通して該被検体から採られた血液を受容する、該真空チャンバと該流体輸送器との間
に両者と連通するように設けられた、該真空チャンバとは別の貯蔵チャンバと
　を備える、デバイス。
【請求項２】
　前記流体輸送器は、１本以上の極微針を備える、請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
　前記極微針のうちの少なくともいくつかは、中実である、請求項２に記載のデバイス。
【請求項４】
　前記極微針のうちの少なくともいくつかは、中空である、請求項２または３のうちのい
ずれか一項に記載のデバイス。
【請求項５】
　前記真空チャンバは、内蔵式である、請求項１～４のうちのいずれか一項に記載のデバ
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イス。
【請求項６】
　前記被検体は、人間である、請求項１～５のうちのいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項７】
　前記デバイスは、少なくとも６本の極微針を備える、請求項１に記載のデバイス。
【請求項８】
　前記デバイスは、少なくとも１０本の極微針を備える、請求項７に記載のデバイス。
【請求項９】
　前記極微針のうちの少なくともいくつかは、中実である、請求項７または８のうちのい
ずれか一項に記載のデバイス。
【請求項１０】
　前記極微針のうちの少なくともいくつかは、中空である、請求項７～９のうちのいずれ
か一項に記載のデバイス。
【請求項１１】
　前記血液内に含有される被分析物と反応することが可能である、前記貯蔵チャンバ内に
含有される反応実体をさらに備え、該被分析物との該反応実体の生成物は、決定可能であ
る、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１２】
　前記生成物は、外部装置によって決定可能である、請求項１１に記載のデバイス。
【請求項１３】
　前記反応実体は、タンパク質を含む、請求項１１または１２のうちのいずれか一項に記
載のデバイス。
【請求項１４】
　前記反応実体は、抗体を含む、請求項１１～１３のうちのいずれか一項に記載のデバイ
ス。
【請求項１５】
　前記反応実体は、酵素を含む、請求項１１～１４のうちのいずれか一項に記載のデバイ
ス。
【請求項１６】
　前記被分析物との前記反応実体の前記生成物は、蛍光の変化として決定可能である、請
求項１１～１５のうちのいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項１７】
　前記被分析物との前記反応実体の前記生成物は、電気的性質の変化として決定可能であ
る、請求項１１～１６のうちのいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項１８】
　前記被分析物との前記反応実体の前記生成物は、光学的性質の変化として決定可能であ
る、請求項１１～１７のうちのいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項１９】
　前記被分析物との前記反応実体の前記生成物は、磁気的性質の変化として決定可能であ
る、請求項１１～１８のうちのいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項２０】
　前記被分析物は、グルコースを含む、請求項１１～１９のうちのいずれか一項に記載の
デバイス。
【請求項２１】
　前記被分析物は、酸素を含む、請求項１１～２０のうちのいずれか一項に記載のデバイ
ス。
【請求項２２】
　前記被分析物は、イオンである、請求項１１～２１のうちのいずれか一項に記載のデバ
イス。
【請求項２３】
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　前記デバイス内に含有される血液内のカリウムイオンを決定することが可能であるカリ
ウムセンサをさらに備える、請求項１に記載のデバイス。
【請求項２４】
　前記貯蔵チャンバの中への血流を制御することが可能な流量コントローラをさらに備え
る、請求項１に記載のデバイス。
【請求項２５】
　前記流量コントローラは、膜を備える、請求項２４に記載のデバイス。
【請求項２６】
　前記流量コントローラは、弁を備える、請求項２４または２５のうちのいずれか一項に
記載のデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　本願は、Ｌｅｖｉｎｓｏｎらによる米国仮特許出願第６１／１６３，７１０号（名称「
Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｃｒｅａｔｉｎｇ　ａｎｄ　Ｕｓｉ
ｎｇ　Ｓｕｃｔｉｏｎ　Ｂｌｉｓｔｅｒｓ　ｏｒ　Ｏｔｈｅｒ　Ｐｏｏｌｅｄ　Ｒｅｇｉ
ｏｎｓ　ｏｆ　Ｆｌｕｉｄ　ｗｉｔｈｉｎ　ｔｈｅ　Ｓｋｉｎ」、２００９年３月２６日
出願）、Ｌｅｖｉｎｓｏｎらによる米国仮特許出願第６１／１５６，６３２号（名称「Ｏ
ｘｙｇｅｎ　Ｓｅｎｓｏｒ」、２００９年３月２日出願）、Ｌｅｖｉｎｓｏｎらによる米
国仮特許出願第６１／２６９，４３６号（名称「Ｄｅｖｉｃｅｓ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｉ
ｑｕｅｓ　ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　ｗｉｔｈ　Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃｓ，　Ｔｈｅｒａｐ
ｉｅｓ，ａｎｄ　Ｏｔｈｅｒ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ，Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ｓｋｉ
ｎ－Ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ」、２００９年６月２４日出願）
、Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎらによる米国仮特許出願第６１／２５７，７３１号（名称「Ｄｅｖ
ｉｃｅｓ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　ｗｉｔｈ　Ｄｉａｇ
ｎｏｓｔｉｃｓ，Ｔｈｅｒａｐｉｅｓ，ａｎｄ　Ｏｔｈｅｒ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ
，Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ｓｋｉｎ－Ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ」
、２００９年１１月３日出願）、およびＬｅｖｉｎｓｏｎらによる米国仮特許出願第６１
／２９４，５４３号（名称「Ｂｌｏｏｄ　Ｓａｍｐｌｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ　ａｎｄ　Ｍ
ｅｔｈｏｄ」、２０１０年１月１３日出願）の利益を主張する。上記出願の各々は、本明
細書に参考として援用される。
【０００２】
　（発明の分野）
　本発明は、概して、被検体の状態を分析するか、または被検体を治療する際に使用する
ための間質液および他の体液に関する。本発明はまた、例えば、皮膚を通して、流体を送
達するため、および／または被検体から引き抜くためのシステムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　哺乳類の生理学的状態および／または周辺環境の感知を含む、被検体が曝露される状態
を感知し、それに応答するための種々の技法および方法が存在する。血液等の哺乳類から
の流体を送達するため、および／または引き抜くための他の技法が存在する。多くのその
ような技法が種々の目的で好適であるが、使用の追加単純性および融通性等の１つ以上の
特徴を有する技法が有利となるであろう。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は、いくつかの側面では、概して、被検体の状態を分析するか、または被検体を
治療する際に使用するための間質液および他の体液（例えば、血液）に関する。場合によ
っては、本発明はまた、例えば、皮膚を通して、流体を送達する、および／または被検体
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から引き抜くためのシステムおよび方法に関する。本発明の主題は、場合によっては、相
関生成物、特定の問題の代替的解決法、および／または１つ以上のシステムおよび／また
は部品の複数の異なる用途を伴う。
【０００５】
　本発明は、一側面では、被検体からの抽出可能媒体の分析用のデバイスを対象とする。
１組の実施形態では、デバイスは、支持構造と、アクセス部位における被検体の皮膚から
、および／または皮膚を通して、抽出可能媒体にアクセスするための、支持構造と関連付
けられる手段と、アクセス部位の少なくとも一部分における皮膚にわたって圧力差を生成
することが可能である、支持構造によって支持される圧力調節器とを含む。場合によって
は、デバイスはまた、被検体からの抽出可能媒体の少なくとも１つの状態を決定するため
の、支持構造によって支持されるセンサと、任意で、センサによって決定される媒体の状
態に関する信号を発生させるための、支持構造によって支持される信号発生器とを含んで
もよい。いくつかの実施形態では、支持構造は、被検体の皮膚に近接して設置されるよう
に構築および配設される。
【０００６】
　別の１組の実施形態では、デバイスは、被検体の皮膚に近接して設置されるように構築
および配設される、支持構造と、アクセス部位における被検体の皮膚から、および／また
は皮膚を通して、抽出可能媒体にアクセスするための流体輸送器と、アクセス部位の少な
くとも一部分における皮膚にわたって圧力差を生成することが可能である、支持構造によ
って支持される圧力調節器と、被検体からの抽出可能媒体の少なくとも１つの状態を決定
するための、支持構造によって支持されるセンサと、センサによって決定される媒体の状
態に関する信号を発生させるための、支持構造によって支持される信号発生器とを含む。
【０００７】
　さらに別の１組の実施形態による、デバイスは、アクセス部位における被検体の皮膚か
ら、および／または皮膚を通して、抽出可能媒体にアクセスするための手段と、アクセス
部位の少なくとも一部分における皮膚にわたって圧力差を生成することが可能である、圧
力調節器と、被検体からの抽出可能媒体の少なくとも１つの状態を決定するためのセンサ
と、センサによって決定される媒体の状態に関する信号を発生させるための信号発生器と
を含む。
【０００８】
　別の１組の実施形態では、デバイスは、アクセス部位における被検体の皮膚から、およ
び／または皮膚の下から、抽出可能媒体にアクセスするための手段と、チャンバと関連付
けられるピストンポンプがない場合に、アクセス部位の少なくとも一部分における皮膚に
わたって圧力差を生成することが可能である、圧力差チャンバと、被検体からの抽出可能
媒体の少なくとも１つの状態を決定するためのセンサと、センサによって決定される媒体
の状態に関する信号を発生させるための信号発生器とを含む。
【０００９】
　本発明は、別の側面では、概して、デバイスを対象とする。１組の実施形態によれば、
デバイスは、被検体の中の被分析物を決定するために皮膚に適用することができるか、ま
たは適用可能である。デバイスは、一実施形態では、被検体の皮膚内に流体のプール領域
を生成することが可能な第１の部分と、流体のプール領域の流体を決定することが可能な
第２の部分とを含む。別の１組の実施形態では、デバイスは、被検体の皮膚内に流体のプ
ール領域を生成することが可能な第１の部分と、第１の部分と流体的に連絡している微小
流体チャネルとを含む。
【００１０】
　デバイスは、さらに別の１組の実施形態では、被検体の皮膚に近接する部位に適用可能
である。場合によっては、デバイスは、被検体の物理的状態を決定することが可能であり
、状態と関係付けられる信号を発出する。一実施形態では、信号は、被検体によって容易
に理解可能ではない。
【００１１】
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　デバイスは、さらに別の１組の実施形態では、被検体の皮膚に近接する部位に適用可能
である。いくつかの実施形態では、デバイスは、被検体の物理的状態を決定することが可
能である。一実施形態では、デバイスは、検出される被分析物と反応または相互作用し、
視覚によって、感触によって、臭いによって、または味によって検出することができる信
号を発生させる、作用物質を備える。場合によっては、被分析物と反応または相互作用す
る作用物質および信号伝達作用物質は、同じか、または異なり得る。ある場合では、信号
は、被分析物の属性の関数として変化することができ、定性的に分析することができる信
号を発出する。場合によっては、デバイスは、被検体から流体を取得し、反応のために取
得部位から分析部位へ流体を輸送する。
【００１２】
　場合によっては、デバイスは、第１の構成要素と、部位に適用するために第１の構成要
素に接続され、部位に適用した後に第１の構成要素から分離可能である、第２の構成要素
とを含む。場合によっては、第１の構成要素は、被検体の体液を取得するように起動する
ことができ、第２の構成要素は、検出される被分析物と反応または相互作用し、視覚によ
って、感触によって、臭いによって、または味によって検出することができる信号を発生
させる、作用物質を備える。
【００１３】
　さらに別の１組の実施形態による、デバイスは、被検体の唾液の中の被分析物と反応ま
たは相互作用して、信号を発生させる、作用物質を含む。
【００１４】
　さらに別の１組の実施形態では、デバイスは、検出される被分析物と反応または相互作
用して、視覚によって、感触によって、臭いによって、または味によって検出することが
できる信号を発生させる、作用物質を備える。場合によっては、デバイスは、信号の発生
に関与する作用物質を備える、膜を備える。膜は、いくつかの実施形態では、被分析物お
よび／または被分析物指標の通過、ならびに被分析物および／または被分析物指標との反
応のうちの１つ以上に対して選択的であってもよい。
【００１５】
　さらに別の１組の実施形態によれば、デバイスは、被検体の皮膚から、および／または
皮膚の下から採血するためのデバイスである。いくつかの実施形態では、デバイスは、流
体輸送器と、血液がチャンバの中へ採血される前の大気圧よりも小さい内圧を有する、真
空チャンバと、陰圧が被検体の皮膚に印加されると、流体輸送器を通して被検体から採血
された血液を受容するための、真空チャンバとは別の貯蔵チャンバとを備える。デバイス
は、ある実施形態では、少なくとも６本の極微針と、被検体から採血された血液を受容す
るための貯蔵チャンバであって、血液を受容する前の大気圧よりも小さい内圧を有する、
貯蔵チャンバとを含む。
【００１６】
　デバイスは、いくつかの実施形態では、流体輸送器と、流体輸送器を通して被検体から
採血された血液を受容するための第１の貯蔵チャンバであって、血液を受容する前の大気
圧よりも小さい内圧を有する、貯蔵チャンバと、血液内に含有される被分析物と反応する
ことが可能である、第１の貯蔵チャンバ内に含有される反応実体とを含む。場合によって
は、被分析物との反応実体の生成物は、決定可能である。さらに他の実施形態によれば、
デバイスは、流体輸送器と、流体輸送器を通して被検体から採血された血液を受容するた
めの貯蔵チャンバと、デバイス内に含有された血液内に含有されるカリウムイオンを決定
することが可能なカリウムセンサとを含む。場合によっては、貯蔵チャンバは、血液を受
容する前の大気圧よりも小さい内圧を有する。
【００１７】
　さらに別の１組の実施形態では、デバイスは、流体輸送器と、流体輸送器を通して被検
体から採血された血液を受容するための貯蔵チャンバと、貯蔵チャンバの中への血流を制
御することが可能な流量コントローラとを含む。場合によっては、貯蔵チャンバは、血液
を受容する前の大気圧よりも小さい内圧を有する。
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【００１８】
　別の側面では、本発明は、方法を対象とする。方法は、１組の実施形態では、被検体の
皮膚の真皮と表皮との間で、流体のプール領域の形成を引き起こす行為と、被検体の過去
、現在、および／または将来の状態を示すために、流体のプール領域の中へ作用物質を送
達する行為とを含む。別の１組の実施形態による方法は、被検体の皮膚の真皮と表皮との
間で、流体のプール領域の形成を引き起こす行為と、プール領域から流体の少なくとも一
部分を除去する行為と、除去した流体の少なくとも一部分を分析し、それにより、流体を
作用物質に曝露することによって、被検体の過去、現在、および／または将来の状態を決
定する行為とを含む。
【００１９】
　別の１組の実施形態による方法は、被検体の皮膚に近接する部位でデバイスを提供する
行為と、信号の表示を取得する行為と、表示を分析する実体に信号の表示を輸送する行為
とを含む。場合によっては、デバイスは、被検体の物理的状態を決定することができ、状
態に関係付けられる信号を発出する。さらに別の１組の実施形態では、方法は、被分析物
と反応または相互作用して、被検体の状態を示す信号を発生させる、反応性作用物質を備
える、デバイスを、緊急看護を必要としている被検体の皮膚に近接して適用する行為を含
む。方法は、さらに別の１組の実施形態では、第１の色の複数の第１の粒子と、第２の色
の複数の第２の粒子とを含有する溶液に、溶液の色の変化を引き起こすのに十分な電場お
よび／または磁場を印加する行為を含む。さらに別の１組の実施形態によれば、方法は、
結合パートナーを介して、１つの色の粒子がサンプルの構成要素に優先的に結合すると、
異なる色の粒子の集団の変化によって達成される、色変化を視覚化することによって、サ
ンプルの特性を決定する行為を含む。
【００２０】
　方法は、１組の実施形態では、少なくとも、第１の決定可能な特性を有する第１の亜集
団と、第２の決定可能な特性を有する第２の亜集団とを含む、粒子の集団を、サンプルに
曝露する行為と、粒子の第１の亜集団のうちの少なくともいくつかの粒子が、結合パート
ナーを介して、サンプルの構成要素に結合することを可能にする行為と、結合されていな
い粒子から構成要素に結合された粒子を分離する行為と、分離を決定することによってサ
ンプルの特性を決定する行為とを含む。いくつかの実施形態では、構成要素に結合された
第２の亜集団からの粒子の数に対する、構成要素に結合された第１の亜集団からの粒子の
数の比が、少なくとも５：１であるように、粒子の第２の亜集団は、本質的に構成要素に
結合されないままである。
【００２１】
　別の１組の実施形態では、方法は、少なくとも、被検体の第１の物理的状態に関係付け
られる第１の信号を生成する、第１の分析部位と、被検体の第２の物理的状態に関係付け
られる第２の信号を生成する、第２の分析部位とを含む、被検体の皮膚に近接する複数の
分析部位を提供する行為を含む。別の１組の実施形態による方法は、被分析物と反応また
は相互作用して、アイコンの形態で信号を発生させる反応性作用物質を備える、被検体の
皮膚に近接する反応部位を提供する行為を含む。
【００２２】
　さらに別の１組の実施形態では、方法は、被検体からの抽出可能媒体を分析するための
方法である。いくつかの実施形態では、方法は、被検体の皮膚に隣接して、経路を備える
分析デバイスを設置する行為と、デバイスが皮膚に隣接している間に、抽出可能媒体をデ
バイスの経路と接続するように、デバイスのアクセス構成要素を起動する行為と、経路を
介して抽出可能媒体をデバイスの中へ押し進めるように、デバイスの圧力コントローラを
起動する行為と、デバイスのセンサに媒体を曝露し、被検体からの抽出可能媒体の少なく
とも１つの状態を決定する行為と、センサによって決定される媒体の状態に関する信号を
発生させる行為とを含む。
【００２３】
　別の側面では、本発明は、本明細書で説明される実施形態のうちの１つ以上を作製する
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方法を対象とする。別の側面では、本発明は、本明細書で説明される実施形態のうちの１
つ以上を使用する方法を対象とする。
【００２４】
　本発明の他の利点および新規の特徴は、添付図面と併せて考慮されると、本発明の種々
の非限定的実施形態の以下の詳細な説明から明白となるであろう。本明細書および参照す
ることにより組み込まれる文書が、相反する、および／または矛盾する開示を含む場合、
本明細書が優先するものとする。参照することにより組み込まれる２つ以上の文書が、相
互に対して相反する、および／または矛盾する開示を含む場合には、より最近の発効日を
有する文書が優先するものとする。
本発明は、例えば、以下を提供する。
（項目１）
　被検体の皮膚から、および／または皮膚の下から採血するデバイスであって、該デバイ
スは、
　流体輸送器と、
　真空チャンバであって、血液が該チャンバの中へ採られる前の大気圧よりも小さい内圧
を有する、真空チャンバと、
　陰圧が該被検体の該皮膚に印加されると、該流体輸送器を通して該被検体から採られた
血液を受容する、該真空チャンバとは別の貯蔵チャンバと
　を備える、デバイス。
（項目２）
　上記流体輸送器は、１本以上の極微針を備える、項目１に記載のデバイス。
（項目３）
　上記極微針のうちの少なくともいくつかは、中実である、項目２に記載のデバイス。
（項目４）
　上記極微針のうちの少なくともいくつかは、中空である、項目２または３のうちのいず
れか一項に記載のデバイス。
（項目５）
　上記被検体は、人間である、項目１～４のうちのいずれか一項に記載のデバイス。
（項目６）
　上記デバイスは、内蔵式である、項目１～５のうちのいずれか一項に記載のデバイス。
（項目７）
　被検体の皮膚から、および／または皮膚の下から採血するデバイスであって、該デバイ
スは、
　少なくとも６本の極微針と、
　該被検体から採られた血液を受容する貯蔵チャンバであって、血液を受容する前の大気
圧よりも小さい内圧を有する、貯蔵チャンバと
　を備える、デバイス。
（項目８）
　上記デバイスは、少なくとも１０本の極微針を備える、項目７に記載のデバイス。
（項目９）
　上記極微針のうちの少なくともいくつかは、中実である、項目７または８のうちのいず
れか一項に記載のデバイス。
（項目１０）
　上記極微針のうちの少なくともいくつかは、中実である、項目７～９のうちのいずれか
一項に記載のデバイス。
（項目１１）
　被検体の皮膚から、および／または皮膚の下から採血するためのデバイスであって、該
デバイスは、
　流体輸送器と、
　該流体輸送器を通して該被検体から採られた血液を受容する第１の貯蔵チャンバであっ
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て、血液を受容する前の大気圧よりも小さい内圧を有する、貯蔵チャンバと、
　該血液内に含有される被分析物と反応することが可能である、該第１の貯蔵チャンバ内
に含有される反応実体であって、該被分析物との該反応実体の生成物は、決定可能である
、反応実体と
　を備える、デバイス。
（項目１２）
　上記生成物は、上記デバイスの少なくとも一部分を分析することが可能な外部装置によ
って決定可能である、項目１１に記載のデバイス。
（項目１３）
　上記被分析物との上記反応実体の上記生成物は、蛍光の変化として決定可能である、項
目１１または１２のうちのいずれか一項に記載のデバイス。
（項目１４）
　上記被分析物との上記反応実体の上記生成物は、電気的性質の変化として決定可能であ
る、項目１１～１３のうちのいずれか一項に記載のデバイス。
（項目１５）
　上記被分析物との上記反応実体の上記生成物は、光学的性質の変化として決定可能であ
る、項目１１～１４のうちのいずれか一項に記載のデバイス。
（項目１６）
　上記被分析物との上記反応実体の上記生成物は、磁気的性質の変化として決定可能であ
る、項目１１～１５のうちのいずれか一項に記載のデバイス。
（項目１７）
　上記被分析物は、グルコースを含む、項目１１～１６のうちのいずれか一項に記載のデ
バイス。
（項目１８）
　上記被分析物は、酸素を含む、項目１１～１７のうちのいずれか一項に記載のデバイス
。
（項目１９）
　上記被分析物は、イオンである、項目１１～１８のうちのいずれか一項に記載のデバイ
ス。
（項目２０）
　上記反応実体は、抗体を含む、項目１１～１９のうちのいずれか一項に記載のデバイス
。
（項目２１）
　上記反応実体は、タンパク質を含む、項目１１～２０のうちのいずれか一項に記載のデ
バイス。
（項目２２）
　上記反応実体は、酵素を含む、項目１１～２１のうちのいずれか一項に記載のデバイス
。
（項目２３）
　被検体の皮膚から、および／または皮膚の下から採血するためのデバイスであって、該
デバイスは、
　流体輸送器と、
　該流体輸送器を通して該被検体から採られた血液を受容する貯蔵チャンバであって、血
液を受容する前の大気圧よりも小さい内圧を有する、貯蔵チャンバと、
　血液内に含有されるカリウムイオンを決定することが可能であるカリウムセンサと
　を備える、デバイス。
（項目２４）
　被検体の皮膚から、および／または皮膚の下から採血するためのデバイスであって、該
デバイスは、
　流体輸送器と、
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　該流体輸送器を通して該被検体から採られた血液を受容する貯蔵チャンバであって、血
液を受容する前の大気圧よりも小さい内圧を有する、貯蔵チャンバと、
　該貯蔵チャンバの中への血流を制御することが可能な流量コントローラと
　を備える、デバイス。
（項目２５）
　上記流量コントローラは、膜を備える、項目２４に記載のデバイス。
（項目２６）
　上記流量コントローラは、弁を備える、項目２４または２５のうちのいずれか一項に記
載のデバイス。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
　概略的であり、一定の縮尺で描かれることを目的としていない、添付図面を参照して、
本発明の非限定的実施形態を一例として説明する。図中、図示されるそれぞれの同一また
はほぼ同一の構成要素は、典型的には、単一の数字によって表される。明確にするために
、全ての構成要素が全ての図で標識されるわけでも、当業者が本発明を理解することを可
能にするために図示が必要ではない、示される本発明の各実施形態の全ての構成要素が標
識されるわけでもない。
【図１】図１Ａ～１Ｅは、本発明のある実施形態による、皮膚中に流体のプール領域を生
成するための種々のシステムおよび方法を概略的に図示する。
【図２】図２Ａ～２Ｃは、いくつかの実施形態における、皮膚中に流体のプール領域を生
成するために有用な種々のデバイスを図示する。
【図３】図３Ａ～３Ｃは、皮膚のプール領域を穿刺し、生成するために有用な本発明の一
実施形態の実施例を図示する。
【図４】図４Ａ～４Ｂは、本発明の種々のデバイスの付加的な実施例を図示する。
【図５】図５は、本発明の一実施形態による、逆止弁を図示する。
【図６】図６は、本発明の別の実施形態による、非円形界面を図示する。
【図７】図７は、皮膚のプール領域を生成するために有用な本発明の別の実施形態を図示
する。
【図８－１】図８Ａ～８Ｂは、本発明の別の実施形態における、事前装填された真空チャ
ンバの上面図および側面図をそれぞれ図示する。
【図８－２】図８Ｃ～８Ｅは、本発明のさらに別の実施形態における、圧縮発泡体を含有
するデバイスを図示する。
【図９】図９Ａ～９Ｂは、本発明のある実施形態による、デバイスを図示する。
【図１０】図１０Ａ～１０Ｂは、本発明の種々の実施形態による、デバイスを図示する。
【図１１】図１１Ａは、本発明のさらに別の実施形態による、デバイスを図示する。図１
１Ｂは、本発明のさらに別の実施形態における、１つより多くのデバイスを含有するキッ
トを図示する。図１１Ｃは、本発明のさらに別の実施形態による、デバイスを図示する。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　本発明は、概して、皮膚関連用途、例えば、被検体から、例えば、皮膚を通して、流体
を送達する、および／または引き抜くためのデバイスを含む、診断、治療、および他の用
途と関連するデバイスおよび技法に関する。いくつかの実施形態では、デバイスは、アク
セス部位における被検体の皮膚から、および／または皮膚を通して抽出可能媒体にアクセ
スするシステムと、アクセス部位の少なくとも一部分における皮膚にわたって圧力差を生
成することが可能である、支持構造によって支持される圧力調節器とを含む。デバイスは
また、場合によっては、被検体からの抽出可能媒体の少なくとも１つの状態を決定するた
めの、支持構造によって支持されるセンサと、任意で、センサによって決定される媒体の
状態に関する信号を発生させるための、支持構造によって支持される信号発生器とを含ん
でもよい。
【００２７】
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　本発明の種々のデバイスの非限定的実施例が、図９に示されている。図９Ａでは、デバ
イスが被検体の皮膚上に配置されると、被検体から流体を引き抜くためにデバイス２９０
が使用される。デバイス２９０は、センサ２９５と、流体輸送器２９２、例えば、本明細
書で論議されるような針、極微針等とを含む。流体チャネル２９９を介して、流体輸送器
２９２と感知チャンバ２９７が流体的に連絡している。一実施形態では、感知チャンバ２
９７は、間質液または血液等の体液を分析するための、粒子、酵素、染料等の作用物質を
含有してもよい。場合によっては、流体は、真空、例えば、デバイス２９０内に含有され
た内蔵式真空によって、流体輸送器２９２を使用して引き抜かれてもよい。任意で、デバ
イス２９０はまた、センサ２９５を介して得られるセンサ測定値を表示するために使用さ
れてもよい、ディスプレイ２９４および関連電子機器２９３、バッテリまたは他の電力供
給部等も含有する。加えて、デバイス２９０はまた、任意で、メモリ２９８、センサ２９
５を示す信号を受信機に伝送するための伝送器等も含有してもよい。
【００２８】
　本明細書で使用されるように、「流体輸送器」は、デバイスの一部分から別の部分への
流体の移動を促進する、任意の構成要素または構成要素の組み合わせである。例えば、皮
膚またはその付近で、中空針が使用されるときに、流体輸送器は中空針となり得て、また
は、中実針が使用される場合には、表面力（例えば、毛細管作用）により、流体が針に沿
って移動するならば、中空針が流体輸送器となり得る。流体（例えば、血液または間質液
）が、皮膚の穿刺後に針を包囲するエンクロージャを部分的または完全に満たす場合には
（針が穿刺後に皮膚から引き抜かれようと引き抜かれまいと）、エンクロージャが流体輸
送器を画定することができる。部分的または完全に取り囲まれたチャネル、微小流体チャ
ネル、管、吸い上げ部材、真空容器等を含む、他の構成要素が、流体輸送器となり得る。
【００２９】
　図９Ａに示された実施例では、デバイス２９０は、デバイス２９０内に内蔵される真空
源（図示せず）を含有してもよいが、他の実施形態では、真空源は、デバイス２９０の外
部にあってもよい。（さらに他の場合においては、本明細書で論議されるように、流体を
送達する、および／または皮膚から引き抜くために、他のシステムが使用されてもよい。
）一実施形態では、被検体の皮膚上に配置された後、皮膚は、例えば、真空源への曝露時
に、流体輸送器２９２を含有する陥凹に上向きに引き込まれてもよい。真空源へのアクセ
スは、任意の好適な方法によって、例えば、シールまたは隔壁を貫通することによって、
弁を開くか、またはゲートを移動させること等によって、制御されてもよい。例えば、被
検体による、遠隔で、自動的等の、デバイス２９０の起動時に、例えば、真空源は、皮膚
が真空により流体輸送器２９２を含有する陥凹に引き込まれるように、陥凹と流体的に連
絡させられてもよい。陥凹に引き込まれた皮膚は、場合によっては、皮膚を貫通し、流体
が送達される、および／または皮膚から引き抜かれることを可能にしてもよい、流体輸送
器２９２（例えば、中実または中空針）と接触してもよい。別の実施形態では、流体輸送
器２９２は、作動させられて、皮膚と接触するように下向きに移動させられ、任意で、使
用後に後退させられてもよい。
【００３０】
　デバイスの別の非限定的実施例が、図９Ｂに示されている。この図は、流体を被検体に
送達するために有用なデバイスを図示する。この図中のデバイス２９０は、流体輸送器２
９２、例えば、本明細書で論議されるような針、極微針等を含む。流体チャネル２９９を
介して、被検体に送達される薬剤または他の作用物質を含有してもよい、チャンバ２９７
が、流体輸送器２９２と流体的に連絡している。場合によっては、流体は、圧力コントロ
ーラを用いて送達されてもよく、および／または、真空、例えば、デバイス２９０内に含
有された内蔵式真空によって、流体輸送器２９２を使用して引き抜かれてもよい。例えば
、真空を生成すると、皮膚は、流体輸送器２９２に向かって上に引き寄せられてもよく、
流体輸送器２９２は、皮膚を貫通してもよい。次いで、チャンバ２９７からの流体は、流
体チャネル２９９および流体輸送器２９２を通して皮膚の中へ送達することができる。任
意で、デバイス２９０はまた、皮膚への流体の送達を制御するために使用されてもよい、
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ディスプレイ２９４および関連電子機器２９３、バッテリまたは他の電力供給部等も含有
する。加えて、デバイス２９０はまた、任意で、メモリ２９８、デバイス２９０または流
体送達を示す信号を受信機に伝送するための伝送器等も含有してもよい。
【００３１】
　本発明のデバイスのさらに別の非限定的実施例が、図１０に示されている。図１０Ａが
、（カバーが除去されている）デバイスの図を図示する一方で、図１０Ｂは、断面でデバ
イスを概略的に図示する。図１０Ｂでは、デバイス２５０は、陥凹２５５内に含有される
針２５２を含む。針２５２は、実施形態に応じて、中実または中空であってもよい。デバ
イス２５０はまた、針２５２および陥凹２５５が位置する、デバイスの中心部分を包み込
む、内蔵式真空チャンバ２６０も含む。チャネル２６２が、真空チャンバ２６０を、箔ま
たは膜２６７によって分離される陥凹２５５と接続する。また、デバイス２５０には、ボ
タン２５８も示されている。押されると、ボタン２５８は、箔２６７を破り、それにより
、真空チャンバ２６０を陥凹２５５と接続し、陥凹２５５の中で真空を生成する。真空は
、好ましくは、針２５２に接触し、表面を貫通し、それにより、内部流体へのアクセスを
取得するように、例えば、陥凹２５５に皮膚を引き込むために使用されてもよい。流体は
、例えば、針２５２のサイズを制御し、それにより、貫通の深度を制御することによって
、制御されてもよい。例えば、貫通は、例えば、間質液を採取するように表皮に、または
、例えば、血液を採取するように真皮に限定されてもよい。場合によっては、真空はまた
、皮膚の表面上でデバイス２５０を少なくとも部分的に固定するために、および／または
皮膚から流体を引き抜くことを支援するために、使用されてもよい。例えば、流体は、真
空の作用下で、チャネル２６２の中へ、任意で、例えば、流体内に含有された被分析物の
検出のために、センサ２６１へと流れてもよい。例えば、センサ２６１は、被分析物が存
在する場合に色変化を生じ、またはそうでなければ、検出可能な信号を発出してもよい。
 
【００３２】
　本発明のいくつかの実施形態では、他の構成要素が、図１０で図示されたデバイスの実
施例に追加されてもよい。例えば、デバイス２５０は、例えば、本明細書でさらに詳細に
論議されるように、デバイス２５０の中または外への流体輸送を制御または監視するよう
に、送達される、および／または皮膚から引き抜かれる流体内に存在する被分析物を決定
するように、デバイスの状態を決定するように、デバイスおよび／または被分析物に関す
る情報を報告または伝送するように、または同等のことを行うように、カバー、ディスプ
レイ、ポート、伝送器、センサ、微小流体チャネル、チャンバ、流体チャネル、および／
または種々の電子機器を含有してもよい。別の実施例として、デバイス２５０は、皮膚へ
のデバイスの接着のために、例えば、表面２５４上に、接着剤を含有してもよい。
【００３３】
　図１１Ａを参照すると、さらに別の非限定的実施例が示されている。この実施例では、
デバイス５００は、支持構造５０１と、関連流体輸送器システム５０３とを含む。流体輸
送器システム５０３は、複数の針または極微針５０５を含むが、本明細書で論議されるよ
うな他の流体輸送器も使用されてもよい。また、図１１Ａには、針または極微針５０５を
含有する陥凹５０８にチャネル５１１を介して接続される、センサ５１０も示されている
。チャンバ５１３は、内蔵式真空チャンバであってもよく、チャンバ５１３は、例えば、
コントローラまたはアクチュエータ（図示せず）によって制御されるように、チャネル５
１１を介して陥凹５０８と流体的に連絡してもよい。この図では、デバイス５００はまた
、電気接続５２２を介してセンサ５１０に接続される、ディスプレイ５２５も含有する。
デバイス５００の使用の実施例として、流体が皮膚から引き抜かれると（例えば、血液、
間質液等）、流体は、例えば、真空チャンバ５１３からの真空の作用により、センサ５１
０によって決定されるチャネル５１１を通って流れてもよい。場合によっては、真空は、
例えば、針または極微針５０５に接触し、皮膚の表面を貫通して、血液または間質液等の
被検体の内部の流体へのアクセスを獲得するように、例えば、陥凹５０８に皮膚を引き込
むために使用される。流体は、例えば、針５０５のサイズを制御し、それにより、貫通の
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深度を制御することによって、制御されてもよい。例えば、貫通は、例えば、間質液を採
取するように表皮に、または、例えば、血液を採取するように真皮に限定されてもよい。
流体、および／または流体内に存在する、または存在すると疑われている被分析物の決定
時に、マイクロプロセッサまたは他のコントローラが、ディスプレイ５２５上に好適な信
号を表示してもよい。以下で論議されるように、この図では、一例としてディスプレイが
示されており、他の実施形態では、何れのディスプレイも存在しなくてもよく、他の信号
、例えば、光、臭い、音、感触、味、または同等物が使用されてもよい。場合によっては
、１つより多くの流体輸送器システムが、デバイス内に存在してもよい。例えば、デバイ
スは、繰り返し使用されることが可能であってもよく、および／またはデバイスは、例え
ば、連続的および／または同時に、被検体の上の１つより多くの場所で、流体を送達する
、および／または引き抜くことが可能であってもよい。場合によっては、デバイスは、同
時に、被検体に流体を送達し、被検体から流体を引き抜くことが可能であってもよい。図
１１Ｃを参照すると、１つより多くの流体輸送器システムを有するデバイスの非限定的実
施例が図示されている。この図では、デバイス５００は、被検体に流体を送達する、およ
び／または被検体から流体を引き抜くための、本明細書で説明されるもの等の複数の構造
を含有する。例えば、この実施例のデバイス５００は、３つのそのようなユニットを含有
するが、他の実施形態では、任意の数のユニットが可能である。この実施例では、デバイ
ス５００は、３つのそのような流体輸送器システム５７５を含有する。これらの流体輸送
器システムのそれぞれは、特定の用途に応じて、同じまたは異なる構造を独立して有して
もよく、それらは、本明細書で説明されるもの等の構造を有してもよい。
【００３４】
　既述のように、１組の実施形態での本発明は、被検体の状態の決定を伴う。そのような
場合、皮膚と関連する体液および／または物質が、例えば、被検体の過去、現実、および
／または将来の状態として、被検体の外部にある状態を決定するように、分析されてもよ
い。決定は、例えば、視覚によって、触覚的に、または臭気によって、器具類を介して等
、発生してもよい。本発明の他の側面は、皮膚内にプール領域を生成することが可能なデ
バイスを対象とし、任意で、プール領域から流体を除去する、および／またはプール領域
に物質を追加することが可能である。本発明のさらに他の側面は、概して、そのようなデ
バイスを作製または使用すること、そのようなデバイスの作製または使用を推進する方法
、または同等物を対象とする。
【００３５】
　間質液または血液等の体液を分析するために、粒子等の作用物質を使用することができ
る。他の好適な作用物質は、例えば、本明細書で論議されるように、酵素、染料、核酸、
抗体、オリゴヌクレオチド、反応実体、または同等物を含む。間質液は、ある実施形態で
は吸引水疱デバイスを使用して、または以下で説明されるもの等の他の技法を使用して、
アクセスまたは採取されてもよい。作用物質は、被分析物を決定することが可能な任意の
作用物質であってもよい。例えば、作用物質は、被分析物に結合し、被分析物の量に比例
する色変化を生じる、比色分析、金、または蛍光標識で標識される、抗体であってもよい
。場合によっては、１つより多くの作用物質が使用されてもよい。例えば、第１の作用物
質は、被分析物と反応してもよく、第２の作用物質は、決定可能な信号、例えば、視覚的
、触覚的、臭い、味、および形状変化を生成するために使用されてもよい。場合によって
は、これらの組み合わせも利用することができる。例えば、癌胎児性抗原（「ＣＥＡ」）
への抗体、および前立腺特異抗原（「ＰＳＡ」）への抗体が、いずれか一方の起源の癌に
ついて監視するためにしようされてもよく、抗体は、それらの対応する被分析物の検出時
に種々の色を発出するために使用されてもよく、例えば、色は、ＣＥＡについては黄色、
ＰＳＡについては青色であってもよく、両方が上昇した場合は緑色をもたらす。
【００３６】
　１組の実施形態では、作用物質のうちの１つ以上は、異方性粒子またはコロイド等の粒
子であってもよい。したがって、以下の説明では、「粒子」は一例のみとして説明され、
他の実施形態では、粒子に加えて、または粒子の代わりに、抗体等の他の作用物質も使用
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されてもよいことを理解されたい。
【００３７】
　他の実施形態では、流体は、被検体に送達されてもよく、そのような流体は、例えば、
流体の少なくとも一部分を形成する、流体内に溶解される、流体によって運ばれる（例え
ば、懸濁または分散される）、または同等物である、送達に有用な物質を含有してもよい
。好適な物質の実施例は、微小粒子またはナノ粒子等の粒子、化学物質、薬剤または治療
薬、診断用薬、担体、または同等物を含むが、それらに限定されない。
【００３８】
　本明細書で使用されるように、「流体」という用語は、概して、流れ、その容器の輪郭
に一致する傾向がある物質を指す。典型的には、流体は、静的剪断応力に耐えることがで
きない物質であり、剪断応力が印加されると、流体は、継続的かつ永久的歪曲を受ける。
流体は、少なくともいくらかの流体の流動を可能にする、任意の好適な粘度を有してもよ
い。流体の非限定的実施例は、液体および気体を含むが、また、自由流動性固体粒子、粘
弾性流体、および同等物を含んでもよい。例えば、流体は、例えば、ポリ乳酸、ポリグリ
コール酸、ポリ乳酸・グリコール酸共重合体等の生分解性および／または生適合性物質か
ら形成される、流動性を有する基質またはゲルを含んでもよい。
【００３９】
　１組の実施形態は、概して、被検体の状態を分析する、または被検体を治療する際に使
用するための間質液および他の体液に関する。例えば、本発明のある側面は、吸引水疱等
において、真皮と表皮との間で流体のプール領域の形成を引き起こすことを対象とする。
流体は、プール領域から除去され、何らかの様式で分析されてもよく、または物質は、被
検体の状態の診断および／または治療の場合において、流体のプール領域に送達されても
よい。１組の実施形態では、真皮または表皮の間に貯留されていようと、被検体から除去
された流体の中にあろうと、種々の粒子が流体に送達されてもよく、粒子は、本明細書で
説明されるように、診断または治療を支援することができる。任意で、プール領域内の流
体は、例えば、外部に排出されてもよく、または、流体が再吸収されてもよく、それは、
粒子または他の物質を表皮と真皮との間で皮膚内に埋め込まれたまま残してもよい。
【００４０】
　場合によっては、本明細書で論議されるように、流体のプール領域は、流体の送達およ
び／または皮膚からの引き抜きを促進するために、皮膚の中に生成されてもよい。例えば
、流体は、皮膚内の周辺真皮および／または表皮層から引き寄せられる皮膚内で貯留され
てもよい。流体は、間質液、または場合によっては血液さえも含んでもよい。しかしなが
ら、他の場合においては、流体の送達および／または皮膚からの引き抜きのために、いず
れの貯留も必要ではない。例えば、流体は、例えば、以下で論議されるような真空または
他の技法を使用して、被検体の皮膚からデバイスの中へ引き抜かれてもよく、および／ま
たは流体は、流体を送達する、吸引水疱または流体のプール領域を必ずしも生成する必要
なく、被検体の皮膚の中へ送達されてもよい。したがって、本明細書の説明では、「吸引
水疱」または「流体のプール領域」への言及は、一例によるものにすぎず、他の実施形態
では、流体は、吸引水疱を使用することなく、および／または皮膚内に流体のプール領域
を生成することなく、皮膚に送達されてもよいことを理解されたい。
【００４１】
　また、場合によっては、流体は、皮膚の下、例えば、皮膚より下側の脂肪または筋肉層
の中で、生成されてもよいことを理解されたい。したがって、「皮膚の中で」流体を送達
する、および／または引き抜くという本明細書の記述また、他の実施形態では、皮膚の直
下の層の中への流体の送達および／または引き抜きを含むと理解されるべきである。
【００４２】
　本発明の一実施形態が、図１に図示されている。図１Ａでは、上面表皮層１５および真
皮深部層１７といった、２つの層を有する、被検体の皮膚１０が示されている。当然なが
ら、例えば、血管、神経終末、汗腺、毛嚢、または同等物といった、他の構造が、典型的
には、皮膚内に存在するが、これらは、明確にするためにここでは図示されていない。図
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１Ｂでは、表皮１５は、真皮１７から部分的に分離され、表皮と真皮との間の皮膚内に領
域２０を生成している。この領域は、典型的には、身体からの間質液等の流体で充填し、
流体のプール領域を形成する。図１Ｂの実施例で示されるように、真皮および表皮の分離
は、真空を皮膚の表面に印加することが可能である、界面２５を使用して生成され、それ
により、流体のプール領域によって形成される吸引水疱を皮膚内で生成する。例えば、真
空は、真空ポンプまたは外部（ライン）真空源等の真空源と流体的に連絡してもよい、導
管２７を介して生成されてもよい。しかしながら、以下で論議されるように、真空の使用
のほかに、またはそれに加えて、流体のプール領域を生成するために、他の方法が使用さ
れてもよい。加えて、以前に論議されたように、本発明のある実施形態は、皮膚内で流体
のプール領域の生成を必要としない。
【００４３】
　図１Ｃは、流体がプール領域２０から除去される実施形態を示す。この図では、プール
領域２０から流体の少なくとも一部分を除去するために、皮下注射針等の針３５が使用さ
れてもよい。流体は、１つ以上の被分析物、例えば、病状に対するマーカーまたは同等物
を決定するように、貯蔵および／または分析されてもよい。場合によっては、流体は、プ
ール領域２０からの流体の除去を促進するように、例えば、皮膚１０の表面への真空の印
加時に、または吸湿材の適用時に、活発に除去されてもよい。他の場合においては、流体
は、例えば、皮膚１０の表面または針３５に印加される真空を介して、抽出されてもよい
。他の場合においては、流体は、受動的にプール領域２０から出て行くことを許可されて
もよい。例えば、一実施形態では、プール領域２０からの流体が脱出することができる、
導管を生成するために、カッターが使用されてもよい。カッターは、例えば、針または他
の貫通器具、切断刃、または同等物であってもよい。
【００４４】
　図１Ｄでは、物質２９が、流体のプール領域２０の中へ送達されて示されている。物質
２９は、例えば、微小粒子またはナノ粒子等の粒子、化学物質、薬剤または治療薬、診断
用薬、反応実体、または同等物であってもよい。場合によっては、物質２９は、粒子、化
学物質、薬剤、治療薬、診断用薬、反応実体等を含む、流体担体等の担体を含んでもよい
。この図で示されるように、針３２は、物質２９をプール領域２０の中へ送達するために
使用される。しかしながら、他の実施形態では、ジェット式注射器等の他のシステムが、
物質２９をプール領域２０の中へ送達するために使用されてもよい。
【００４５】
　いったん針３２が皮膚１０から除去されると、物質２９は、物質２９の性質に応じて、
プール領域２０内に埋め込まれてもよく、または被検体内で分散されてもよい。例えば、
流体のプール領域２０内の流体が、何らかの様式で、例えば、外部に、排出されるか、ま
たは再吸収される場合等に、物質２９は、図１Ｅに示されるように、表皮１５と真皮１７
との間に埋め込まれたままであってもよい。物質は、真皮と表皮との間に一時的または永
久に埋め込まれてもよく、または場合によっては、物質は、被検体内で分散されてもよく
、例えば、被検体内で溶解または生分解し、または物質は、血流内等の被検体内で輸送す
ることができるものであってもよい。例えば、場合によっては、物質２９は、例えば、物
質２９の分解時に、物質２９から放出することができる、薬剤または治療薬を含有しても
よい。一実施形態では、例えば、物質２９は、薬剤、診断用薬、治療薬等を制御可能に放
出することが可能な粒子を含んでもよい。
【００４６】
　したがって、本発明のある側面は、概して、皮膚内での吸引水疱または流体の他のプー
ル領域の生成を対象とする。１組の実施形態では、皮膚の真皮と表皮との間に、流体のプ
ール領域を生成することができる。吸引水疱または他のプール領域は、表皮の基底層が、
色素を産生することに関与するメラニン細胞を含有するため、場合によっては、吸引水疱
または他のプール領域が有意に色素沈着しないような方式で、形成してもよい。そのよう
な領域は、真皮および表皮を少なくとも部分的に分離させることによって生成することが
でき、以下で論議されるように、表皮から真皮を少なくとも部分的に分離するために、い
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くつかの技法を使用することができる。しかしながら、既述のように、本発明のいくつか
の実施形態は、皮膚内での流体のプール領域の生成を必ずしも必要としない。
【００４７】
　被検体は通常、人間であるが、ある場合においては、イヌ、ネコ、ウマ、ウサギ、ウシ
、ブタ、ヒツジ、ヤギ、ラット（例えば、ドブネズミ）、マウス（例えば、ハツカネズミ
）、モルモット、ハムスター、霊長類（例えば、小型サル、チンパンジー、ヒヒ、大型サ
ル、ゴリラ等）、または同等物等の他の哺乳類といった、人間以外の被検体が使用されて
もよい。
【００４８】
　１つの技法では、被検体の皮膚の層の間に間質液のプールが形成され、プールを形成し
た後、皮膚の層を通して流体にアクセスすること、例えば、針で、例えば、極微針で皮膚
の外層を穿刺することによって、流体がプールから引き出される。具体的には、例えば、
吸引水疱を形成することができ、次いで、吸引水疱を穿刺することができ、流体を水疱か
ら引き出すことができる。別の技法では、間質領域にアクセスすることができ、吸引水疱
または同等物を介して流体のプールを最初に形成することなく、その領域から流体を引き
出すことができる。例えば、針または極微針を間質領域に適用することができ、流体をそ
こから引き出すことができる。しかしながら、場合によっては、皮膚内で吸引水疱または
流体のプール領域を生成しなくても、流体が皮膚から引き抜かれてもよい。
【００４９】
　針が使用される場合、間質液が優先的に得られるような長さの針を選択することが有利
となり得て、望ましくない場合、血液にアクセスされない。当業者であれば、一実施形態
では、皮膚の表面に対して９０°以外の角度で皮膚に針を導入すること、すなわち、貫通
の深度を制限するよう、傾斜して皮膚に１本または複数の針を導入することを含んで、こ
れらの目的で皮膚に対して針を配設することができる。しかしながら、別の実施形態では
、針は、約９０°で皮膚に進入してもよい。
【００５０】
　流体のプール領域は、存在する場合、被検体の皮膚内の任意の好適な場所で形成されて
もよい。手および足を除いて、（人間では）皮膚は身体を通して比較的均一であるため、
好適な場所を選択するために、安全または利便性等の要因が使用されてもよい。非限定的
実施例として、プール領域は、被検体の腕または脚に、手に（例えば、手の甲に）、足に
、胸部、腹部、または背中に、または同等物に形成されてもよい。皮膚の中に形成される
流体のプール領域のサイズおよび／またはプール領域が皮膚内で持続する持続時間は、プ
ール領域を生成する技法、プール領域のサイズ、技法が適用される皮膚の領域のサイズ、
プール領域から除去される流体の量（該当する場合）、プール領域の中へ送達される物質
、または同等物等の種々の要因に依存する。例えば、吸引水疱を生成するように真空が皮
膚に印加される場合、吸引水疱のサイズおよび／または持続時間を制御するように、皮膚
に印加される真空、真空の持続時間、および／または影響を受ける皮膚の面積が制御され
てもよい。かの実施形態では、例えば、見苦しい外観を防止するように、（より少量の物
質により）優れたサンプリング精度を可能にするように、または皮膚内の粒子のより制御
された配置を可能にするように、プール領域を比較的小さく保つことが望ましくてもよい
。例えば、プール領域の量は、ある場合においては、約２ｍｌ未満、約１ｍｌ未満、約５
００マイクロリットル未満、約３００マイクロリットル未満、約１００マイクロリットル
未満、約５０マイクロリットル未満、約３０マイクロリットル未満、約１０マイクロリッ
トル等に保たれてもよく、またはプール領域の平均直径（プール領域と同じ面積を有する
円の直径）は、約５ｃｍ未満、約４ｃｍ未満、約３ｃｍ未満、約２ｃｍ未満、約１ｃｍ未
満、約５ｍｍ未満、約４ｍｍ未満、約３ｍｍ未満、約２ｍｍ未満、または約１ｍｍ未満に
保たれてもよい。
【００５１】
　流体のプール領域を皮膚内で形成させ、および／または被検体の皮膚から間質液または
血液等の体液を引き抜かせるために、種々の技法が使用されてもよい。１組の実施形態で
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は、吸引水疱を生成するように真空が印加され、またはそうでなければ、被検体から間質
液または血液を採取するために使用される。１組の実施形態では、例えば、被検体から血
液または間質液を引き抜くために、真空源、例えば、事前に同梱された真空チャンバ等の
内蔵式真空源を含有するデバイスが使用されてもよい。流体は、分析され、および／また
は後に使用するために貯蔵されてもよい。
【００５２】
　他の実施形態では、真空の使用のほかに、またはそれに加えて、皮膚内に流体のプール
領域として生成する、および／または皮膚から流体を引き抜くために、他の方法が使用さ
れてもよい。表皮から真皮を少なくとも部分的に分離してプール領域を形成させるために
、真空（すなわち、大気圧が０ｍｍＨｇの真空を有するような大気圧を下回る圧力の量、
すなわち、圧力は絶対圧力よりもむしろゲージ圧力である）が使用されるとき、そのよう
にして形成される流体のプール領域を吸引水疱と呼ぶことができる。例えば、吸引水疱を
引き起こすように、および／または被検体から間質液を採取するように、例えば、少なく
とも約５０ｍｍＨｇ、少なくとも約１００ｍｍＨｇ、少なくとも約１５０ｍｍＨｇ、少な
くとも約２００ｍｍＨｇ、少なくとも約２５０ｍｍＨｇ、少なくとも約３００ｍｍＨｇ、
少なくとも約３５０ｍｍＨｇ、少なくとも約４００ｍｍＨｇ、少なくとも約４５０ｍｍＨ
ｇ、少なくとも約５００ｍｍＨｇ、少なくとも約５５０ｍｍＨｇ、少なくとも約６００ｍ
ｍＨｇ、少なくとも約６５０ｍｍＨｇ、少なくとも約７００ｍｍＨｇ、または少なくとも
約７５０ｍｍＨｇの圧力が皮膚に印加されてもよい（論議されるように、これらの測定は
大気圧に対してマイナスである）。例えば、１００ｍｍＨｇの真空圧は、約６６０ｍｍＨ
ｇの絶対圧力（すなわち、１ａｔｍを１００ｍｍＨｇ下回る）に対応する。場合によって
は、例えば、被検体の皮膚の物理的特性の差異により、異なる量の真空が、異なる被検体
に印加されてもよい。
【００５３】
　真空は、皮膚の任意の好適な領域、および場合によっては真空が制御されてもよい皮膚
の面積に印加されてもよい。例えば、真空が印加される領域の平均直径は、約５ｃｍ未満
、約４ｃｍ未満、約３ｃｍ未満、約２ｃｍ未満、約１ｃｍ未満、約５ｍｍ未満、約４ｍｍ
未満、約３ｍｍ未満、約２ｍｍ未満、または約１ｍｍ未満に保たれてもよい。加えて、そ
のような真空は、皮膚からの真皮の少なくともいくらかの分離を発生させるように少なく
とも十分に、任意の好適な時間の長さにわたって印加されてもよい。例えば、真空は、少
なくとも約１分、少なくとも約３分、少なくとも約５分、少なくとも約１０分、少なくと
も約１５分、少なくとも約３０分、少なくとも約４５分、少なくとも約１時間、少なくと
も約２時間、少なくとも約３時間、少なくとも約４時間等にわたって、皮膚に印加されて
もよい。そのような吸引水疱を生成するために好適なデバイスの実施例を、以下でより詳
細に論議する。しかしながら、他の場合においては、吸引水疱を生成することなく、真空
を使用して、血液または間質液等の体液が皮膚から除去されてもよい。他の非限定的流体
は、唾液、汗、涙、粘液、血漿、リンパ液、または同等物を含む。
【００５４】
　そのような分離を発生させるために、真空以外に他の方法が使用されてもよい。例えば
、別の１組の実施形態では、熱が使用されてもよい。例えば、そのような分離を発生させ
るように、任意の好適な技法を使用して、皮膚の一部分が、少なくとも約４０℃、少なく
とも約５０℃、または少なくとも約５５℃まで加熱されてもよい。（全てではないが）い
くつかの場合においては、温度は、わずか約６０℃、またはわずか約５５℃に限定されて
もよい。皮膚は、例えば、外部熱源（例えば、放射熱または温水槽）、化学反応、電磁放
射（例えば、マイクロ波放射、赤外線放射等）、または同等物を使用して、加熱されても
よい。場合によっては、例えば、発生する皮膚内の加熱の量を少なくとも部分的に含有す
るように、放射は、皮膚の比較的小さい領域に集束されてもよい。
【００５５】
　さらに別の１組の実施形態では、真皮および表皮の分離を少なくとも部分的に発生させ
るように、分離化学物質が皮膚に塗布されてもよい。そのような分離化学物質の非限定的
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実施例は、トリプシン、精製ヒト皮膚トリプターゼ、または化合物４８／８０等のプロテ
アーゼを含む。これら等の分離化学物質は、種々の供給源から市販されている。分離化学
物質は、皮膚に直接塗布され、例えば、皮膚の表面に塗り込まれてもよく、または場合に
よっては、分離化学物質、例えば、皮膚の表皮と真皮との間で、被検体の中に送達するこ
とができる。分離化学物質は、例えば、真皮と表皮との間に注射することができる。
【００５６】
　分離化学物質の別の実施例は、マムシの毒またはツチハンミョウの毒等の発疱作用物質
である。発疱作用物質の非限定的実施例は、ホスゲンオキシム、ルイサイト、硫黄マスタ
ード（例えば、マスタードガスまたは１，５－ジクロロ－３－チアペンタン、１，２－ビ
ス（２－クロロエチルチオ）エタン、１，３－ビス（２－クロロエチルチオ）－ｎ－プロ
パン、１，４－ビス（２－クロロエチルチオ）－ｎ－ブタン、１，５－ビス（２－クロロ
エチルチオ）－ｎ－ペンタン、２－クロロエチルクロロメチルスルフィド、ビス（２－ク
ロロエチル）スルフィド、ビス（２－クロロエチルチオ）メタン、ビス（２－クロロエチ
ルチオメチル）エーテル、またはビス（２－クロロエチルチオエチル）エーテル）、また
はナイトロジェンマスタード（例えば、ビス（２－クロロエチル）エチルアミン、ビス（
２－クロロエチル）メチルアミン、またはトリス（２－クロロエチル）アミン）を含む。
【００５７】
　さらに別の１組の実施形態では、例えば、ウェッジまたはスパイクといった、デバイス
が皮膚に挿入され、表皮および真皮を機械的に分離するために使用されてもよい。さらに
別の１組の実施形態では、表皮および真皮を分離するために、流体も使用されてもよい。
例えば、少なくとも部分的に分離させるように、表皮と真皮との間の皮膚に、生理食塩水
または別の比較的不活性の流体が注射されてもよい。
【００５８】
　さらに他の実施形態ではまた、これらの技法および／または他の技法が組み合わせられ
てもよい。例えば、一実施形態では、そのような分離を発生させるように、連続的および
／または同時に、真空および熱が被検体の皮膚に印加されてもよい。具体的実施例として
、一実施形態では、真空は、皮膚が約４０℃から約５０℃の間の温度まで加熱されている
間に印加される。
【００５９】
　皮膚内、例えば、流体のプール領域内に含有される流体は、典型的には、皮膚内の周辺
真皮および／または表皮層から引き出され、場合によっては、間質液、または血液さえも
含む。場合によっては、そのような流体は、皮膚内に吸引水疱を生成しなくても、採取さ
れてもよい。例えば、皮膚から間質液を引き抜くように、例えば、本明細書で説明される
ような針を通して、真空が皮膚に印加されてもよい。
【００６０】
　しばしば、そのような流体は、診断目的で重要である種々の被分析物、例えば、（例え
ば、糖尿病に対する）グルコース等の種々の病状に対するマーカーを体内に含有し、他の
被分析物例は、（例えば、脱水を決定するための）ナトリウム、カリウム、塩素、カルシ
ウム、マグネシウム、および／または重炭酸塩等のイオン、二酸化炭素または酸素等のガ
ス、Ｈ＋（すなわち、ｐＨ）、尿素、血中尿素窒素、またはクレアチニン等の代謝産物、
（例えば、妊娠、違法薬物使用、または同等物を決定するための）エストラジオール、エ
ストロン、プロゲステロン、プロゲスチン、テストステロン、アンドロステンジオン等の
ホルモン、またはコレステロールを含む。他の実施例は、インスリンまたはホルモンレベ
ルを含む。
【００６１】
　以前に論議されているように、間質液等の体液を分析するために、粒子等の作用物質を
使用することができる。場合によっては、粒子は、ｐＨまたは金属イオン、タンパク質、
酵素、抗体、核酸（例えば、ＤＮＡ、ＲＮＡ等）、薬剤、糖類（例えば、グルコース）、
ホルモン（例えば、エストラジオール、エストロン、プロゲステロン、プロゲスチン、テ
ストステロン、アンドロステンジオン等）、炭水化物、または他の関心の被分析物を決定
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するために使用されてもよい。検出することができる他の状態は、疾患、イースト菌感染
症、粘膜面における歯周病を示す場合がある、ｐＨ変化、肺の機能不全を示す、酸素また
は一酸化炭素レベル、ならびにクマジン等の合法処方薬レベルおよびコカインまたはニコ
チン等の違法薬物の両方といった、薬物レベルを含むことができる。被分析物のさらなる
実施例は、ＣＥＡおよびＰＳＡ等の癌特異的マーカー等の疾患を示すもの、ウイルスまた
は細菌性抗原、および狼瘡を示す二本鎖ＤＮＡへの抗体等の自己免疫指標を含む。さらに
他の状態は、外因に起因し得る、または睡眠時無呼吸、過度の熱（内部温度制御が完全に
は自己調節式ではない、乳児の場合に重要である）、あるいは発熱によるものとなり得る
、上昇した一酸化炭素への曝露を含む。
【００６２】
　さらに他の潜在的に好適な被分析物は、細菌またはウイルス等の病原体、および／また
はそのような病原体によって産生されるマーカーを含む。したがって、本発明のある実施
形態では、以下で論議されるように、皮膚内、例えば、流体のプール領域内の１つ以上の
被分析物が、何らかの様式で決定されてもよく、それは、被検体の過去、現在、および／
または将来の状態を決定するのに有用であってもよい。
【００６３】
　一実施形態では、以下で論議されるように、被分析物は、「オン／オフ」または「正常
／異常」状況として決定されてもよい。場合によっては、粒子(または他の作用物質)が変
化を示す。例えば、被分析物の検出は、インスリンが必要とされている、コレステロール
をチェックするための医師への訪問、排卵が起こっている、腎臓透析が必要とされている
、（例えば、違法薬物の場合に）薬物レベルが存在する、または高すぎる／低すぎる（例
えば、特に養護施設での高齢者の看護で重要である）ことを示してもよい。しかしながら
、別の実施形態として、被分析物が定性的に決定されてもよい。
【００６４】
　本発明のいくつかの実施形態では、１つ以上の物質が皮膚に送達されてもよい。好適な
物質の実施例は、微小粒子またはナノ粒子等の粒子、化学物質、薬剤または治療薬、診断
用薬、担体、または同等物を含むが、それらに限定されない。物質は、任意の好適な技法
を使用して、皮膚の中へ送達されてもよく、皮膚の中へ送達するための種々の技法は、当
業者に周知である。好適な送達技法の実施例は、注射（例えば、皮下注射針等の針を使用
する）または以下で論議されるもの等のジェット式注射器を含む。
【００６５】
　１組の実施形態では、粒子が皮膚に送達される。粒子は、例えば、ナノ粒子または微小
粒子であってもよく、場合によっては、粒子は、異方性粒子であってもよい。そのような
粒子の実施形態を、本明細書でより詳細に論議する。場合によっては、複数の粒子が使用
されてもよく、場合によっては、粒子のうちのいくつか、または実質的に全てが同じであ
ってもよい。粒子の少なくとも約１０％、少なくとも約３０％、少なくとも約４０％、少
なくとも約５０％、少なくとも約６０％、少なくとも約７０％、少なくとも約８０％、少
なくとも約９０％、少なくとも約９５％、または少なくとも約９９％が、同じ形状を有し
てもよく、および／または同じ組成を有してもよい。例えば、一実施形態では、皮膚に送
達される粒子の少なくとも約５０％が、同じ形状を有してもよく、および／または同じ組
成を有してもよい。例えば、粒子の少なくとも約５０％が、異方性粒子であってもよい。
【００６６】
　粒子は、種々の目的で使用されてもよい。例えば、粒子は、被分析物、または別の反応
実体、あるいは他の粒子と相互作用および／または関連することが可能な診断用薬または
反応実体を含有してもよい。そのような粒子は、例えば、以下で論議されるように、病状
に対するマーカー等の１つ以上の被分析物を決定するのに有用であってもよい。別の実施
例として、粒子は、粒子によって放出され、被検体に送達されてもよい、粒子の表面上お
よび／または内部に設置された薬剤または治療薬を含有してもよい。これらの実施形態お
よび他の実施形態の具体的実施例を、以下で詳細に論議する。
【００６７】
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　場合によっては、粒子等の物質は、例えば、物質の物理的性質（例えば、サイズ、疎水
性等）により、および／または、物質が脱出できず、それにより、皮膚の真皮層と表皮層
との間に含有されたまま残るように、プール領域内の流体の少なくとも一部分を排出する
ことによって、皮膚内、例えば、流体のプール領域内に埋め込まれてもよい。したがって
、場合によっては、物質の貯蔵部が皮膚内に形成されてもよく、貯蔵部は、一時的または
永久的であってもよい。例えば、貯蔵部内の物質は、例えば、真皮の細胞が分化して新し
い表皮を形成し、したがって、物質を皮膚の表面に向かって押し進めるにつれて、（例え
ば、物質が生分解性であれば）最終的に分解し、血流に進入し、または環境へと剥がれて
もよい。したがって、物質の貯蔵部は、ある場合においては、一時的に（例えば、数日ま
たは数週間の時間的尺度で）被検体内に存在してもよい。
【００６８】
　流体は、任意の好適な技法を使用して、例えば、（以下で論議されるような技法を使用
して）プール領域から流体を外部から除去することによって、および／またはプール領域
を発生させるために使用される真空または他の刺激を除去し、それにより、流体が被検体
内で再吸収されることを可能にすることによって、プール領域から排出されてもよい。そ
のような再吸収は、例えば、流体のプール領域のサイズまたは体積等の要因に応じて、数
分から数時間の時間的尺度で発生してもよい。例えば、一実施形態では、流体は、皮下注
射針等の針を使用して引き抜かれる。場合によっては、この針はまた、粒子または他の物
質を皮膚に送達するために使用されてもよい。
【００６９】
　流体はまた、例えば、流体のプール領域を少なくとも部分的に排出するように、および
／または分析のために、皮膚から、例えば、流体のプール領域から外部から除去されても
よい。例えば、流体の少なくとも一部分は、流体は、１つ以上の被分析物、例えば、病状
に対するマーカーまたは同等物を決定するように、貯蔵および／または分析されてもよい
。皮膚から引き抜かれた流体が、そのような使用を受けてもよく、および／または皮膚に
以前に送達された１つ以上の物質（例えば、粒子）が、そのような使用を受けてもよい。
流体は、任意の好適な技法を使用して除去されてもよい。例えば、一実施形態では、流体
は、皮下注射針等の針を使用して引き抜かれる。場合によっては、この針はまた、粒子ま
たは他の物質を皮膚に送達するために使用されてもよい。流体はまた、本発明の別の実施
形態では、本明細書で論議されるもの等の真空を使用して引き抜かれてもよい。例えば、
プール領域から流体の少なくとも一部分を引き上げるために、真空は、例えば、流体のプ
ール領域内で、間質液と流体的に連絡している針等の導管に印加されてもよい。さらに別
の実施形態では、流体は、毛細管作用を使用して（例えば、好適に狭い内径を有する皮下
注射針を使用して）引き抜かれる。さらに別の実施形態では、針から流体を押し出すよう
に、圧力が印加されてもよい。
【００７０】
　さらに別の実施形態では、流体は、皮膚の表面に、または皮膚に近接して塗布される吸
湿性作用物質を使用して引き抜かれてもよい。場合によっては、吸湿性作用物質を皮膚の
中へ駆動するように、圧力が印加されてもよい。吸湿性作用物質は、典型的には、例えば
、吸収または吸着を通して、周辺環境から水を引き付けることが可能である。吸湿性作用
物質の非限定的実施例は、糖、蜂蜜、グリセロール、エタノール、メタノール、硫酸、メ
タンフェタミン、ヨウ素、多くの塩素および水酸化物塩、ならびに種々の他の物質を含む
。他の実施例は、塩化亜鉛、塩化カルシウム、水酸化カリウム、または水酸化ナトリウム
を含むが、それらに限定されない。場合によっては、好適な吸湿性作用物質は、用途に応
じて、その物理的または反応性質、例えば、被検体の皮膚に対する不活性または生体適合
性に基づいて選択されてもよい。
【００７１】
　場合によっては、被検体に送達される流体または他の物質は、被検体の過去、現在、お
よび／または将来の状態の指示のために使用されてもよい。したがって、決定される被検
体の状態は、被検体の中で現在存在しているもの、および／または現在存在していないも
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のであてもよいが、被検体は、その状態への増加した危険性の影響を受けやすく、または
そうでなければ危険性が高い。状態は、病状、例えば、糖尿病または癌、あるいは脱水、
妊娠、違法薬物使用、または同等物等の他の生理学的状態であってもよい。付加的な非限
定的実施例を以下で説明する。１組の実施形態では、物質は、診断用薬、例えば、被検体
内の被分析物、例えば、病状に対するマーカーである被分析物を決定することができるも
のを含んでもよい。そのようなマーカーの実施例は、上記で論議されている。具体的な非
限定的実施例として、皮膚に、例えば、被検体真皮または表皮、流体のプール領域等に送
達される物質は、細菌によって産生されるマーカーを対象とする抗体を含む、粒子を含ん
でもよい。
【００７２】
　しかしながら、他の場合においては、被検体に送達される物質は、被検体の外部の状態
を決定するために使用されてもよい。例えば、物質は、病原体または被検体を包囲する他
の環境状態を認識することが可能な反応実体、例えば、外部病原体（または病原体マーカ
ー）を認識することが可能な抗体を含有してもよい。具体的実施例として、病原体は、炭
疽菌であってもよく、抗体は、炭疽菌に対する抗体であってもよい。別の実施例として、
病原体は、マラリア原虫（マラリアを引き起こす何らかの種）であってもよく、抗体は、
マラリア原虫を認識する抗体であってもよい。
【００７３】
　本発明の別の側面は、概して、被検体の皮膚内で流体のプール領域の形成を引き起こす
ことが可能なデバイスを対象とし、場合によっては、流体または他の物質を送達し、流体
のプール領域からおよび／または除去することが可能なデバイスを対象とする。しかしな
がら、他の側面での他のデバイスは、皮膚内での流体のプール領域の形成を必要としない
ことを理解されたい。場合によっては、デバイスは、流体のプール領域から、または他の
場所からの流体を含む、間質液または血液等の体液を皮膚から採取することが可能であっ
てもよい。例えば、デバイスは、一実施形態によれば、皮膚「パッチ」の形態を成しても
よい。典型的には、皮膚パッチは、皮膚の表面に接着される物質の１つ以上の層を含み、
被検体または別の個人によって適用することができる。ある実施形態では、皮膚パッチの
複数の層または部分が、皮膚の上に他の層または部分を残して除去されてもよい。しばし
ば、皮膚パッチには外部電源が掛けているが、パッチの種々の層は、薬剤、治療薬、診断
用薬、反応実体等の種々の化学物質を含有してもよい。場合によっては、皮膚パッチはま
た、機械的要素、例えば、本明細書で論議されるようなカッターも含んでもよい。
【００７４】
　具体的な非限定的実施例として、一実施形態では、外部電力および／または真空源を用
いずに吸引水疱を生成するために、皮膚パッチまたは他のデバイスが使用されてもよい。
そのようなデバイスの実施例は、皮膚パッチの他に、細片、テープ、包帯、または同等物
を含む。例えば、皮膚パッチは、被検体の皮膚と接触させられてもよく、吸引水疱を生成
し、および／または皮膚から流体を引き抜くために使用されてもよい、皮膚パッチまたは
他のデバイスの一部分の形状の変化を通して、真空が生成されてもよい。具体的実施例と
して、形状記憶ポリマーが、第１の温度（例えば、室温）で平坦であるが、第２の温度（
例えば、体温）では曲線状となるように成形されてもよく、皮膚に適用されると、形状記
憶ポリマーは、平坦形状から曲線形状に改変し、それにより、真空を生成してもよい。別
の実施例として、真空を生成するために、機械的デバイスが使用されてもよく、例えば、
バネ、コイル、膨張発泡体（例えば、圧縮状態から）、形状記憶ポリマー、形状記憶金属
、または同等物が、圧縮状態で貯蔵され、または被検体への適用時に創傷放出され、次い
で、真空を機械的に生成するように解放されてもよい（例えば、巻装解除する、圧縮解除
する等）。したがって、場合によっては、デバイスは、好適な真空源（例えば、事前に真
空排気された真空チャンバ）を伴って「事前同梱」され、例えば、一実施形態では、デバ
イスは、皮膚に適用され、真空源を生成し、および／または真空源にアクセスするように
、何らかの様式で起動されてもよい。一実施例が、図８に関して以下で説明されている。
さらに別の実施例では、真空を生成するために、化学反応、例えば、ガスが産生される反
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応が使用されてもよく、それは、機械力を提供して真空を生成するために利用することが
できる。さらに別の実施例では、デバイスの構成要素は、機械力がない場合に真空を生成
することが可能であってもよい。別の実施例では、デバイスは、内蔵式真空アクチュエー
タ、例えば、化学反応物質、変形可能な構造、バネ、ピストン等を含んでもよい。
【００７５】
　図８Ｃ～８Ｅは、吸引水疱を生成するために圧縮発泡体が使用される、実施形態を図示
する。図８Ｃでは、デバイス８０は、皮膚５７の上に配置され、圧縮発泡体９５を含む。
デバイス８０は、図８Ｄで示されるように、例えば、皮膚の上に押下されると、皮膚の一
部分を切断することが可能である、例えば、穴９７を生成する、カッター５４を含む。加
えて、発泡体は、デバイスが皮膚の上に配置された後に、何らかの様式で膨張することを
許可されてもよい。例えば、発泡体の膨張が発生することを可能にするように、デバイス
８０の筐体部分が除去されてもよい。発泡体の膨張は、図８Ｅに示されるように、吸引を
生成し、それにより、吸引水疱９９の形成を引き起こしてもよく、および／または流体が
皮膚から引き抜かれることを可能にしてもよい。
【００７６】
　したがって、１組の実施形態では、ユーザによる外部制御を伴わずに、いったん起動さ
れると、自動的に吸引水疱を生成するために、皮膚パッチまたは他のデバイスが使用され
てもよい。しかしながら、他の実施形態では、デバイスは、より大きくてもよい。例えば
、デバイスは、被検体の皮膚の表面に適用される手持ち式デバイスであってもよい。しか
しながら、場合によっては、デバイスは、被検体がデバイスを自己管理することができる
ほど十分に小型または携帯用であってもよい。ある実施形態では、デバイスはまた、電動
であってもよい。場合によっては、デバイスは、皮膚の表面に適用されてもよく、皮膚に
挿入されない。
【００７７】
　しかしながら、他の実施形態では、デバイスの少なくとも一部分が、例えば、機械的に
、皮膚に挿入されてもよい。例えば、一実施形態では、デバイスは、本明細書で論議され
るように、皮下注射針、ナイフの刃、貫通要素（例えば、中実または中空針）、または同
等物等のカッターを含んでもよい。場合によっては、デバイスは、皮膚の表面を切断また
は貫通することが可能なカッターを備えてもよい。カッターは、それを通して流体が送達
され、および／または皮膚から除去されてもよい、皮膚内の流体に対する経路を生成する
ことが可能な任意の機構を備えてもよい。例えば、カッターは、皮膚から流体を引き抜く
ために好適な導管を生成するように、皮膚に適用されてもよい、皮下注射針、ナイフの刃
、貫通要素（例えば、中実または中空針）、または同等物を備えてもよい。一実施形態で
は、そのような経路を生成するためにカッターが使用され、除去され、次いで、任意の好
適な技法を使用して、この経路を介して流体が除去される。別の実施形態では、カッター
は皮膚内で適所にとどまり、流体は、カッター内の導管を通して引き出されてもよい。
【００７８】
　実施例として、デバイスは、吸引水疱が形成された後に、カッターまたは針が皮膚に挿
入されるように構築されてもよい。場合によっては、デバイスは、デバイスの複数部分が
分離可能であるように設計されてもよい。例えば、デバイスの第１の部分が、皮膚の上に
デバイスの他の部分を残して、皮膚の表面から除去されてもよい。一実施形態では、カッ
ターまたは他のデバイスが皮膚に挿入する深度を防止または制御するように、例えば、表
皮、真皮等への貫通を制御するように、停止部も含まれてもよい。
【００７９】
　そのようなデバイスの種々の非限定的実施例が、図２に図示されている。図２Ａでは、
デバイス５０は、真空を皮膚１０の表面に適用するために使用することができ、それによ
り、表皮１５と真皮１７との間の皮膚内に流体のプール領域２０を生成する、界面２５を
含む。図示された実施形態では、デバイス５０は、真空ポンプまたは外部（ライン）真空
源等の真空源と流体的に連絡してもよい、導管２７を含む。この図では、デバイス５０は
また、流体のプール領域の中へ延在させることができ、流体または他の物質を送達し、お
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よび／または流体のプール領域から除去するために使用することができる、カッター、こ
の場合は皮下注射針も含む。この図では、皮下注射針は、皮膚内で導管を生成するととも
に、流体を送達し、および／または皮膚から除去するために、使用される。しかしながら
、他の実施形態では、針（または他のデバイス）は、それを通して流体を送達および／ま
たは除去することができる、皮膚内の「穴」を残して、皮膚から除去されてもよい。この
図では、流体のプール領域から引き抜かれた流体は、皮膚１０内に存在する、病状に対す
るマーカー等の被分析物を決定するために使用することができる、センサ５２に送達され
てもよい。カッターは、デバイス５０の一体部分、または別個のデバイスであってもよい
。場合によっては、デバイス５０は、別個に除去可能な部分を備えてもよい。例えば、吸
引水疱を生成した後に、界面２５は、皮膚１０内に皮下注射針４０を残して、デバイス５
０から除去可能であってもよい。
【００８０】
　デバイスの別の実施例が、図２Ｂに示されている。この図では、デバイス１０は、流体
を送達および／または除去することができる導管２７を含む。一実施形態では、生理食塩
水等の流体が、導管２７を通して送達され、それにより、表皮１５と真皮１７との間に流
体のプール領域を生成する。任意で、例えば、治療または診断目的で、導管２７を使用し
て、粒子等の物質が流体のプール領域の中へ送達されてもよい。場合によっては、皮膚１
０内の流体のプール領域の生成後に、以前に論議されているように、流体の少なくとも一
部分が、分析のために導管２７（または場合によっては別の導管）を通して除去されても
よい。
【００８１】
　図２Ｃでは、皮膚に挿入することができ、真皮から表皮を少なくとも部分的に分離して
、流体のプール領域２０の生成を可能にするために使用することができる、皮下注射針ま
たはナイフの刃等のカッター５４を含む、同様のデバイスが示されている。例えば、カッ
ター５４は、分離化学物質をこの領域に送達することによって、および／または熱をこの
領域に伝導することによって、真皮から表皮を分離してもよい。また、この実施例では、
流体を送達し、および／または流体のプール領域から除去するために使用されてもよい、
導管２７も示されている。場合によっては、カッター５４および導管２７は、例えば、連
続的または同時に、被検体に別々に投与されてもよい。別の実施形態では、両方は、皮膚
１０に投与される同じデバイスの一部であってもよく、場合によっては、例えば、カッタ
ー５４を皮膚から除去することができる一方で、導管２７が皮膚内にとどまるように、カ
ッター５４は、導管２７から分離されてもよい。
【００８２】
　図３Ａは、本発明の別の実施形態によるデバイスを図示する。この実施例では、デバイ
ス６０が皮膚６３に適用される。デバイス６０は、例えば、パッチ、アップリケ、機械的
デバイス、または同等物であってもよい。真空が、領域６５の中でデバイス６０と皮膚と
の間に生成される。真空は、デバイス自体によって、および／または真空ポンプまたは外
部（ライン）真空源等の真空源との接続を通して、含有されてもよい。真空源の他の実施
例は、シリンジ、バルブ、真空ポンプ、ベンチュリ管、または手動（口）吸引さえも含む
が、それらに限定されない。また、図３Ｂではカッター７０も示されている。カッター７
０は、例えば、針または極微針、ナイフの刃、あるいは同等物であってもよい。
【００８３】
　吸引水疱が皮膚内で形成するにつれて、流体のプール領域により、デバイス６０の領域
６５の中へ上向きに延在する部分６４として図３Ｂで示された、皮膚の部分が持ち上げら
れてもよい。部分６４は、領域６５の中へ上向きに延在するにつれて、カッター７０と接
触する。ある条件下では、皮膚は、図３Ｃに示されるように、カッター７０が皮膚６５に
切り込むほど十分に領域６５の中へ上向きに延在してもよい。例えば、カッター７０が皮
下注射針である場合、皮膚の中への針の貫通時に、針は、皮膚内、例えば、吸引水疱を形
成する皮膚内の流体のプール領域内の間質液にアクセスするために使用されてもよい。し
たがって、流体が引き抜かれてもよく、および／または粒子等の物質が、皮下注射針を使
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用してプール領域の中へ送達されてもよい。
【００８４】
　付加的な実施例として、デバイスは、被検体の皮膚内に流体のプール領域を生成するこ
とが可能な第１の部分、およびプール領域から除去された流体を決定することが可能な第
２の部分、または、被検体の皮膚内に流体のプール領域を生成することが可能な第１の部
分、および流体を流体のプール領域に送達することが可能な第２の部分を備えてもよく、
種々の部分は、相互から分離されてもよい。例えば、流体自体が決定されてもよく（例え
ば、流体の存在および／または非存在、流体の濃度、流体の体積等）、または流体内の被
分析物が、例えば、被分析物が存在する、および／または存在しない等、定性的または定
量的に決定されてもよい。さらに別の実施例として、デバイスは、被検体の皮膚内に流体
のプール領域を生成することが可能な第１の部分と、プール領域から除去された流体を決
定することが可能な第２の部分と、流体を流体のプール領域に送達することが可能な第３
の部分とを備えてもよく、いくつかまたは全ての部分は、相互から分離されてもよい。
【００８５】
　ある実施形態では、デバイスは、被検体の皮膚内に流体のプール領域を生成することが
可能である。一実施形態では、デバイスは、例えば、皮膚内に吸引水疱を形成するように
、皮膚の表面上で真空を生成することが可能である。しかしながら、他の実施形態では、
デバイスは、必ずしも流体のプール領域を生成することなく、または皮膚内で吸引水疱を
形成することなく、真空を生成して皮膚から流体を引き抜いてもよい。１組の実施形態で
は、流体は、真空を使用して、皮膚に送達される、または皮膚から引き抜かれてもよい。
真空は、外部真空源であってもよく、および／または真空源は、デバイス内に内蔵されて
もよい。例えば、吸引水疱を引き起こすように、少なくとも約５０ｍｍＨｇ、少なくとも
約１００ｍｍＨｇ、少なくとも約１５０ｍｍＨｇ、少なくとも約２００ｍｍＨｇ、少なく
とも約２５０ｍｍＨｇ、少なくとも約３００ｍｍＨｇ、少なくとも約３５０ｍｍＨｇ、少
なくとも約４００ｍｍＨｇ、少なくとも約４５０ｍｍＨｇ、少なくとも約５００ｍｍＨｇ
、少なくとも５５０ｍｍＨｇ、少なくとも６００ｍｍＨｇ、少なくとも６５０ｍｍＨｇ、
少なくとも約７００ｍｍＨｇ、または少なくとも約７５０ｍｍＨｇの真空が、皮膚に印加
されてもよい。任意の真空源が使用されてもよい。例えば、デバイスは、真空源を備えて
もよく、および／または真空ポンプまたは外部（ライン）真空源等のデバイス外部の真空
源に接続可能であってもよい。場合によっては、真空は、例えば、シリンジポンプまたは
同等物を操作することによって、手動で生成されてもよく、または、例えば、ピストンポ
ンプ、シリンジ、バルブ、ベンチュリ管、手動（口）吸引等、または同等物を使用して、
低圧が機械的または自動的に生成されてもよい。
【００８６】
　既述のように、任意の真空源が使用されてもよい。例えば、デバイスは、内部真空源を
備えてもよく、および／または真空ポンプまたは外部（ライン）真空源等のデバイス外部
の真空源に接続可能であってもよい。
【００８７】
　１組の実施形態では、本発明のデバイスは、外部電力および／または真空源を有さなく
てもよい。場合によっては、デバイスは、好適な真空源を「事前搭載」しており、例えば
、一実施形態では、デバイスは、皮膚に適用され、真空源を生成し、および／または真空
源にアクセスするように、何らかの方式で起動されてもよい。一実施例として、本発明の
デバイスは、被検体の皮膚と接触させられてもよく、（例えば、形状記憶ポリマーを使用
した）デバイスの一部分の形状の変化を通して、真空が生成されてもよく、またはデバイ
スは、１つ以上の密閉内蔵式真空区画を含有してもよく、真空を生成するように、何らか
の方式でシールが穿刺される。例えば、シールを穿刺すると、真空区画は、デバイスに向
かって皮膚を移動させる、皮膚から流体を引き抜く、または同等物を行うために使用する
ことができる、針と流体的に連絡してもよい。
【００８８】
　別の実施例として、形状記憶ポリマーが、第１の温度（例えば、室温）で平坦であるが
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、第２の温度（例えば、体温）では曲線状となるように成形されてもよく、皮膚に適用さ
れると、形状記憶ポリマーは、平坦形状から曲線形状に改変し、それにより、真空を生成
してもよい。さらに別の実施例として、真空を生成するために、機械的デバイスが使用さ
れてもよく、例えば、バネ、コイル、膨張発泡体（例えば、圧縮状態から）、形状記憶ポ
リマー、形状記憶金属、または同等物が、圧縮状態で貯蔵され、または被検体への適用時
に創傷放出され、次いで、真空を機械的に生成するように解放されてもよい（例えば、巻
装解除する、圧縮解除する等）。形状記憶ポリマーおよび金属の非限定的実施例は、Ｎｉ
ｔｉｎｏｌ、オリゴ（イプシロン－カプロラクトン）ジオールおよび結晶化可能オリゴ（
ロー－ジオキサノン）ジオールの組成物、またはオリゴ（イプシロン－カプロラクトン）
ジメタクリラートおよびｎ－アクリル酸ブチルの組成物を含む。
【００８９】
　場合によっては、デバイスは、真空を皮膚に印加することが可能である、界面を含む。
界面は、例えば、皮膚の表面上に配置される吸引カップまたは円形ボウルであってもよく
、真空を生成するように、真空が界面に印加されてもよい。１組の実施形態では、界面は
、本明細書で論議されるように、支持構造の一部である。界面は、任意の好適な材料、例
えば、ガラス、ゴム、シリコーン等のポリマー、ポリウレタン、ニトリルゴム、ＥＰＤＭ
ゴム、ネオプレン、または同等物から形成されてもよい。場合によっては、例えば、真空
グリース、ワセリン、ゲル、ヒドロゲル、または同等物を使用して、界面と皮膚との間の
シールが強化されてもよい（例えば、漏出を低減する）。場合によっては、界面は、比較
的小さくてもよく、例えば、約５ｃｍ未満、約４ｃｍ未満、約３ｃｍ未満、約２ｃｍ未満
、約１ｃｍ未満、約５ｍｍ未満、約４ｍｍ未満、約３ｍｍ未満、約２ｍｍ未満、または約
１ｍｍ未満の直径を有する。界面は、円形であってもよいが、例えば、正方形、星形（５
、６、７、８、９、１０、１１個等の点を有する）、涙形、卵形、長方形、または同等物
といった、他の形状も可能である。場合によっては、高エネルギー点、例えば、形状の点
または隅が、水疱形成を増進または加速してもよいため、非円形の形状が使用されてもよ
い。そのような形状の非限定的実施例が、図６に示されている。他の実施形態では、これ
ら以外の他の非円形の形状も使用されてもよい。
【００９０】
　界面はまた、場合によっては、審美的理由または同等の理由により、例えば、被検体に
とっての苦痛または不快感を最小限化するように、ある面積以下にプール領域のサイズを
保つよう選択されてもよい。界面は、任意の好適な材料、例えば、ガラス、プラスチック
、または同等物から構築されてもよい。
【００９１】
　デバイスはまた、場合によっては、皮膚の中へ、例えば、真皮または表皮の中へ、皮膚
内のプール領域の中等へ、粒子等の物質を送達することが可能な部分を備えてもよい。例
えば、デバイスは、皮下注射針または極微針等の針、あるいは以下で論議されるもの等の
ジェット式注射器を含んでもよい。実施例として、一実施形態では、皮膚に流体を送達す
る、および／または皮膚から流体を引き抜くために、皮下注射針等の針を使用することが
できる。場合によっては、例えば、流体は、送達され、および／または、もし存在するな
らば、皮膚の中の流体のプール領域から引き抜かれてもよい。皮下注射針は、当業者に周
知であり、一連の針ゲージを伴って商業的に入手することができる。例えば、針は、２０
～３０ゲージ範囲であってもよく、または針は、３２ゲージ、３３ゲージ、３４ゲージ等
であってもよい。
【００９２】
　したがって、１組の実施形態では、流体を送達する、および／または引き抜くための多
くの技法が、本明細書に組み込まれた出願で説明されている。概して、流体は、種々の方
法で送達され、および／または引き抜かれてもよく、流体を送達する、および／または皮
膚から引き抜くための種々のシステムおよび方法が、本明細書で論議されることを理解さ
れたい。また、皮膚のプール領域の中へ物質を送達するための技法は、一例によるものに
すぎず、他の側面では、本発明は、（皮膚のプール領域の有無を問わず）流体を送達し、
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および／または被検体の皮膚から引き抜くための技法を対象とすることも理解されたい。
そのような技法のいくつかの付加的な非限定的実施例を以下で論議する。１組の実施形態
では、例えば、流体を輸送するように皮膚の表面を貫通または改変するための技法、例え
ば、皮下注射針または極微針等の針、皮膚に塗布される化学物質（例えば、浸透増進剤）
、またはジェット式注射器、あるいは以下で論議されるもの等の他の技法が論議される。
【００９３】
　針が存在する場合、針は、任意の好適なサイズおよび長さであってもよく、中実または
中空であってもよい。針は、任意の好適な断面（例えば、貫通の方向と垂直である）、例
えば、円形、正方形、卵形、楕円形、長方形、丸みを帯びた長方形、三角形、多角形、六
角形、不整形等の断面を有してもよい。例えば、針は、約５ｍｍ未満、約４ｍｍ未満、約
３ｍｍ未満、約２ｍｍ未満、約１ｍｍ未満、約８００マイクロメートル未満、６００マイ
クロメートル未満、５００マイクロメートル未満、４００マイクロメートル未満、約３０
０マイクロメートル未満、約２００マイクロメートル未満、約１７５マイクロメートル未
満、約１５０マイクロメートル未満、約１２５マイクロメートル未満、約１００マイクロ
メートル未満、約７５マイクロメートル未満、約５０マイクロメートル未満等の長さを有
してもよい。針はまた、約５ｍｍ未満、約４ｍｍ未満、約３ｍｍ未満、約２ｍｍ未満、約
１ｍｍ未満、約８００マイクロメートル未満、６００マイクロメートル未満、５００マイ
クロメートル未満、４００マイクロメートル未満、約３００マイクロメートル未満、約２
００マイクロメートル未満、約１７５マイクロメートル未満、約１５０マイクロメートル
未満、約１２５マイクロメートル未満、約１００マイクロメートル未満、約７５マイクロ
メートル未満、約５０マイクロメートル未満等の最大断面寸法を有してもよい。例えば、
一実施形態では、針は、１７５マイクロメートル×５０マイクロメートルの寸法を有する
、長方形の断面を有してもよい。１組の実施形態では、針は、少なくとも約２：１、少な
くとも約３：１、少なくとも約４：１、少なくとも５：１、少なくとも約７：１、少なく
とも約１０：１、少なくとも約１５：１、少なくとも約２０：１、少なくとも約２５：１
、少なくとも約３０：１等の長さ対最大断面寸法のアスペクト比を有してもよい。一実施
形態では、針は極微針である。
【００９４】
　例えば、針は、Ａｌｌｅｎらによる、「Ｍｉｃｒｏｎｅｅｄｌｅ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　ａ
ｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｏｆ　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅ　ａｎｄ　Ｕｓｅ　Ｔｈｅｒｅｏ
ｆ」と題された２００２年１月１日発行の米国特許第６，３３４，８５６号で開示されて
いるもの等の極微針であってもよく、極微針は、被検体の皮膚に流体または他の物質を送
達し、および／または皮膚から流体を引き抜くために使用されてもよい。極微針は、中空
または中実であってもよく、任意の好適な物質、例えば、金属、セラミック、半導体、有
機物、ポリマー、および／または複合物から形成されてもよい。実施例は、医薬品グレー
ドステンレス鋼、チタン、ニッケル、鉄、金、スズ、クロム、銅、これらの金属または他
の金属の合金、シリコン、二酸化ケイ素、ならびに、乳酸およびグリコール酸等のヒドロ
キシ酸のポリマー、ポリラクチド、ポリグリコリド、ポリラクチド－コ－グリコリドを含
むポリマー、およびポリエチレングリコール、ポリ無水物、ポリオルトエステル、ポリウ
レタン、ポリ酪酸、ポリ吉草酸、ポリラクチド－コ－カプロラクトン、ポリカーボネート
、ポリメタクリル酸、ポリエチレン酢酸ビニル、ポリテトラフルオロエチレン、ポリメタ
クリル酸メチル、ポリアクリル酸、またはポリエステルを伴う共重合体を含むが、それら
に限定されない。場合によっては、１本より多くの極微針が使用されてもよい。例えば、
極微針のアレイが使用されてもよく、極微針は、任意の好適な構成、例えば、周期的、ラ
ンダム構成等で、アレイに配設されてもよい。場合によっては、アレイは、３本以上、４
本以上、５本以上、６本以上、１０本以上、１５本以上、２０本以上、３５本以上、５０
本以上、１００本以上、または任意の他の好適な数の極微針を有してもよい。本明細書で
論議されるような「針」または「極微針」への言及は、一例によるもので、表現を容易に
するためにすぎず、他の実施形態では、１本より多くの針および／または極微針が、本明
細書の説明のうちのいずれかに存在してもよいことを理解されたい。
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【００９５】
　さらに別の実施例として、例えば、ジェット式注射器または「ハイポスプレー」を使用
して、皮膚の中へ流体または他の物質を送達するために、加圧流体が使用されてもよい。
典型的には、そのようなデバイスは、物質を皮膚の中へ駆動する液体または粉末（例えば
、生理食塩水等の生体適合性液体）の高圧「ジェット」を発出し、例えば、ジェットの圧
力を制御することによって、浸透の深度が制御されてもよい。圧力は、任意の好適な圧力
源、例えば、標準ガスシリンダまたはガスカートリッジに由来してもよい。そのようなデ
バイスの非限定的実施例は、Ｉｓｍａｃｈによる、「Ｈｙｄｒａｕｌｉｃａｌｌｙ　Ｐｏ
ｗｅｒｅｄ　Ｈｙｐｏｄｅｒｍｉｃ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ　ｗｉｔｈ　Ａｄａｐｔｅｒｓ　
ｆｏｒ　Ｒｅｄｕｃｉｎｇ　ａｎｄ　Ｉｎｃｒｅａｓｉｎｇ　Ｆｌｕｉｄ　Ｉｎｊｅｃｔ
ｉｏｎ　Ｆｏｒｃｅ」と題された１９７８年８月１日発行の米国特許第４，１０３，６８
４号で見ることができる。例えば、液体の加圧は、例えば、ガスシリンダまたはガスカー
トリッジからの、圧縮空気またはガスを使用して、達成されてもよい。
【００９６】
　加えて、ある実施形態では、デバイスは、皮膚から流体の少なくとも一部分を除去する
ことが可能な部分を備えてもよい。例えば、デバイスは、皮下注射針、真空源、吸湿性作
用物質、または同等物を備えてもよい。ある場合においては、流体を除去することが可能
なデバイスの部分はまた、流体を皮膚に送達するために使用されてもよい。流体は、任意
の好適な技法を使用して、皮膚から除去されてもよい。例えば、一実施形態では、流体は
、例えば、シリンジ上のプランジャを操作することによって、手動で除去される。別の実
施形態では、流体は、例えば、ピストンポンプまたは同等物を使用して、機械的または自
動的に皮膚から除去することができる。
【００９７】
　いくつかの側面では、デバイスは、例えば、流体のプール領域内で、皮膚の中または外
へ、流体および／または粒子等の他の物質を送達する、および／または引き抜くために使
用されてもよい、微小流体チャネル等のチャネルを含んでもよい。場合によっては、微小
流体チャネルは、皮膚に流体を送達し、および／または皮膚から流体を引き抜くために使
用される、流体輸送器と流体的に連絡している。例えば、１組の実施形態では、デバイス
は、皮膚に挿入することができる皮下注射針を含んでもよく、流体は、針を介して皮膚の
中へ送達され、および／または針を介して皮膚から引き抜かれてもよい。デバイスはまた
、例えば、流体源から、針に送達し、および／または、例えば、デバイス内の分析区画へ
の送達のために、皮膚から、後の分析または同等物のための貯留部へと流体を引き抜くた
めに、流体を含有するように１つ以上の微小流体チャネルを含んでもよい。
【００９８】
　ここで、図４Ａを参照して、微小流体チャネルを含むチャネルの一実施形態を開示する
。この図では、皮膚８７に適用可能なデバイス８０は、第１の区画８１と、第２の区画８
２とを含む。いくつかの実施形態では、区画は、必ずしも図４Ａに示されるような離散チ
ャンバではなく、例えば、区画８１、８２、および８３、ならびに弁９１および９２を伴
う図７に示されるように、弁、膜、または同等物等のコントローラの使用を通して、種々
の区画が相互から分離されてもよいことを留意されたい。再び図４Ａを参照すると、デバ
イス８０は、例えば、パッチ、アップリケ、機械的デバイス等であってもよい。第１の区
画８１および第２の区画８２は、例えば、微小流体チャネル８５を使用して、流体的に連
絡してもよい。任意で、第２の区画８２から第１の区画８１の中への（または実施形態に
応じて、その逆の）逆流を防止するために、逆止弁８８が使用されてもよい。逆止弁８８
は、存在する場合、反対方向に対して１つの方向への流体流動を優先的に可能にする、任
意の弁であってもよい。例えば、図５で示されるように、逆止弁は、１つの方向（例えば
、下流）に揺れ動くことが可能であるが、反対方向（例えば、上流）に揺れ動くことが可
能ではない、１つ以上のヒンジ連結部分を備えてもよい。
【００９９】
　一実施例では、真空は、チャネル８９に取り付けられた真空源からデバイスに印加され
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、真空は、上記で論議されるように、皮膚の中で吸引水疱を生成するために使用すること
ができる。例えば、第１の区画８１は、皮膚内、例えば、吸引水疱によって生成される流
体のプール領域内の流体にアクセスするために使用される、針８６を含んでもよい。第２
の区画８２は、例えば、皮膚から引き抜かれた流体の構成要素を分析するために使用され
てもよい。別の実施例では、チャネル８９は、圧力源に接続されてもよく、第２の区画８
２は、皮膚に送達される流体を含有してもよい。
【０１００】
　場合によっては、１つより多くの区画がデバイス内に存在してもよく、場合によっては
、区画のうちのいくつかまたは全ては、例えば、微小流体チャネル等のチャネルを介して
、流体的に連絡してもよい。種々の実施形態では、用途に応じて、種々の区画および／ま
たはチャネルが、デバイス内に存在してもよい。例えば、デバイスは、被分析物を感知す
るための区画、試薬を担持するための区画、温度を制御するための区画、ｐＨまたは他の
状態を制御するための区画、圧力または真空を生成または緩衝するための区画、流体流動
を制御または加減するための区画、混合区画、または同等物を含有してもよい。
【０１０１】
　具体的な非限定的実施例として、図４Ｂでは、第１の区画８１内の圧力または真空の生
成を促進するために、第３の区画８３が使用される。区画は、例えば、第３のチャネルを
介して第３の区画８３に流体的に連絡している第２の区画８２に、第１のチャネルを介し
て流体的に連絡している第１の区画８１を伴う、図４Ｂで示されるように、任意の好適な
配設で配設されてもよい。上記で論議されるように、第１の区画８１は、第３の区画８３
を使用して生成される真空によって促進される、皮膚上に真空を生成する、および／また
は皮膚内の流体にアクセスするために使用されてもよく、皮膚から引き出された流体は、
分析のために、微小流体チャネル８５（または任意的な逆止弁８８）を通過して第２の区
画８２に進入してもよい。流体の分析は、本明細書で説明されるもの等の任意の好適な技
法を使用して行われてもよい。例えば、第２の区画８２は、被分析物を決定することが可
能な作用物質、例えば、被分析物の量に比例する色変化を生じる粒子を含有してもよい。
【０１０２】
　デバイス例８０の上面図（図８Ａ）および側面図（図８Ｂ）を示す図８を参照して、さ
らに別の実施例を説明する。この図では、第１の区画８１および第２の区画８２は、例え
ば、微小流体チャネル８５を使用して、流体的に連絡している。弁８８が、これらの区画
を分離する。デバイスは、弁８８の閉鎖により、第１の区画と流体的に連絡してない第２
の区画８２内で、真空を「事前搭載」してもよい。例えば、第１の区画８１が外部環境に
曝露されないように気密様式で、デバイス８０が被検体の皮膚８７に適用された後に、弁
８８が開かれてもよく、それにより、第１の区画８１が、第２の区画８２内の真空に流体
的に曝露されることを可能にする。このようにして、いったん弁８８が開かれると、第１
の区画８１を介して、真空が皮膚に印加されてもよい。したがって、本発明のある実施形
態は、分析および／または後で使用するための貯蔵のために、皮膚から、流体、例えば、
血液または間質液を引き抜くことが可能なデバイスを対象とする。
【０１０３】
　したがって、１組の実施形態では、デバイスは、微小流体チャネルを含んでもよい。本
明細書で使用されるように、「微小流体」、「微視的」、「マイクロスケール」、「マイ
クロ」接頭辞（例えば、「マイクロチャネル」のような）、および同等物は、概して、約
１ｍｍ未満、および場合によっては約１００ミクロン（マイクロメートル）未満の幅また
は直径を有する、要素または部品を指す。いくつかの実施形態では、本明細書で論議され
る実施形態のうちのいずれかについて、微小流体チャネルの代わりに、またはそれと併せ
て、より大きいチャネルが使用されてもよい。例えば、ある場合においては、約１０ｍｍ
未満、約９ｍｍ未満、約８ｍｍ未満、約７ｍｍ未満、約６ｍｍ未満、約５ｍｍ未満、約４
ｍｍ未満、約３ｍｍ未満、または約２ｍｍ未満の幅または直径を有するチャネルが使用さ
れてもよい。場合によっては、要素または部品は、それを通って流体が流れることができ
る、チャネルを含む。全ての実施形態では、特定の幅は、最小幅（すなわち、その場所で
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、部品が異なる次元でより大きい幅を有することができるように特定されるような幅）、
または最大幅（すなわち、その場所で、部品は、特定されるような幅を超えない広さの幅
を有するが、より大きい長さを有することができる）となり得る。したがって、微小流体
チャネルは、約１ｍｍ未満、約５００ミクロン未満、約３００ミクロン未満、または約１
００ミクロン未満の平均断面寸法（例えば、微小流体チャネルの中の流体の流動の方向と
垂直である）を有してもよい。場合によっては、微小流体チャネルは、約６０ミクロン未
満、約５０ミクロン未満、約４０ミクロン未満、約３０ミクロン未満、約２５ミクロン未
満、約１０ミクロン未満、約５ミクロン未満、約３ミクロン未満、または約１ミクロン未
満の平均直径を有してもよい。
【０１０４】
　本明細書で使用されるような「チャネル」は、流体の流動を少なくとも部分的に方向付
ける部品（例えば、基材）の上または中の特徴を意味する。場合によっては、チャネルは
、単一の構成要素、例えば、エッチングされた基材または成形されたユニットによって、
少なくとも部分的に形成されてもよい。チャネルは、任意の断面形状、例えば、円形、卵
形、三角形、不整形、正方形、または長方形（任意のアスペクト比を有する）、あるいは
同等物を有することができ、覆う、または覆いを取る（すなわち、チャネルを包囲する外
部環境に開いている）ことができる。チャネルが完全に覆われる実施形態では、チャネル
の少なくとも一部分が、完全に取り囲まれる断面を有することができ、および／またはチ
ャネル全体が、その入口および出口を除いて、その全長に沿って完全に取り囲まれてもよ
い。
【０１０５】
　チャネルは、任意のアスペクト比、例えば、少なくとも約１：１、少なくとも約２：１
、より典型的には、少なくとも約３：１、少なくとも約５：１、少なくとも約１０：１等
のアスペクト比（長さ対平均断面寸法）を有してもよい。流体または微小流体チャネルを
参照して、本明細書で使用されるような「断面寸法」は、チャネル内の流体流動と略垂直
な方向に測定される。チャネルは、概して、流体輸送に対する制御を促進する特性、例え
ば、構造特性および／または物理的あるいは化学的特性（疎水性対親水性）、および／ま
たは流体に力（例えば、含有力）を及ぼすことができる他の特性を含む。チャネル内の流
体は、チャネルを部分的または完全に充填してもよい。場合によっては、流体は、何らか
の様式で、例えば、表面張力を使用して（例えば、流体が、凹状または凸状メニスカス等
のメニスカス内のチャネル内で担持されるように）、チャネルまたはチャネルの一部分内
で担持または拘束されてもよい。部品または基材の中で、チャネルのうちのいくつか（ま
たは全て）は、特定のサイズまたはそれ以下であってもよく、例えば、約５ｍｍ未満、約
２ｍｍ未満、約１ｍｍ未満、約５００ミクロン未満、約２００ミクロン未満、約１００ミ
クロン未満、約６０ミクロン未満、約５０ミクロン未満、約４０ミクロン未満、約３０ミ
クロン未満、約２５ミクロン未満、約１０ミクロン未満、約３ミクロン未満、約１ミクロ
ン未満、約３００ｎｍ未満、約１００ｎｍ未満、約３０ｎｍ未満、または約１０ｎｍ未満
、あるいは場合によってはそれ以下の流体流動と垂直な最大寸法を有してもよい。一実施
形態では、チャネルは、毛細管である。
【０１０６】
　場合によっては、デバイスは、流体を担持するための１つ以上のチャンバまたは貯留部
を含有してもよい。場合によっては、チャンバは、１つ以上の流体輸送器および／または
１つ以上の微小流体チャネルと流体的に連絡してもよい。例えば、デバイスは、（例えば
、貯蔵および／または後の分析のために）被検体から引き抜かれた流体を採取するための
チャンバ、被検体に送達するための流体（例えば、血液、生理食塩水、任意で含有する薬
剤、ホルモン、ビタミン、医薬品、または同等物）を含有するチャンバ等を含有してもよ
い。
【０１０７】
　デバイス、例えば、微小流体チャネルを形成するために、本発明のある側面による、種
々の物質および方法を使用することができる。例えば、本発明の種々の構成要素は、固体
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材料から形成することができ、チャネルは、微細機械加工、スピンコーティングおよび化
学蒸着等の膜堆積過程、レーザ加工、フォトリソグラフィ技法、湿式化学またはプラズマ
過程を含むエッチング方法、および同等物を介して形成することができる。例えば、Ｓｃ
ｉｅｎｔｉｆｉｃ　Ａｍｅｒｉｃａｎ，２４８：４４－５５，１９８３（Ａｎｇｅｌｌ　
ｅｔ　ａｌ．）を参照されたい。
【０１０８】
　１組の実施形態では、本発明のシステムおよびデバイスの種々の構成要素は、例えば、
ポリジメチルシロキサン（「ＰＤＭＳ」）、ポリテトラフルオロエチレン（「ＰＴＦＥ」
またはＴｅｆｌｏｎ(R)）、または同等物等の弾性ポリマーで形成することができる。例
えば、一実施形態によれば、微小流体チャネルは、ＰＤＭＳまたは他のソフトリソグラフ
ィ技法を使用して、別々に流体システムを製造することによって実装されてもよい（この
実施形態に好適なソフトリソグラフィ技法の詳細は、Ａｎｎｕａｌ　Ｒｅｖｉｅｗ　ｏｆ
　Ｍａｔｅｒｉａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅ，１９９８，Ｖｏｌ．２８，ページ１５３－１８４
で発表された、Ｙｏｕｎａｎ　ＸｉａおよびＧｅｏｒｇｅ　Ｍ．Ｗｈｉｔｅｓｉｄｅｓら
による「Ｓｏｆｔ　Ｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ」と題された参考文献、Ａｎｎｕａｌ　Ｒｅ
ｖｉｅｗ　ｏｆ　Ｂｉｏｍｅｄｉｃａｌ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，２００１，Ｖｏｌ．
３，ページ３３５－３７３で発表された、Ｇｅｏｒｇｅ　Ｍ．Ｗｈｉｔｅｓｉｄｅｓ、Ｅ
ｍａｎｕｅｌｅ　Ｏｓｔｕｎｉ、Ｓｈｕｉｃｈｉ　Ｔａｋａｙａｍａ、Ｘｉｎｇｙｕ　Ｊ
ｉａｎｇ、およびＤｏｎａｌｄ　Ｅ．Ｉｎｇｂｅｒによる「Ｓｏｆｔ　Ｌｉｔｈｏｇｒａ
ｐｈｙ　ｉｎ　Ｂｉｏｌｏｇｙ　ａｎｄ　Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ」で論議されており
、これらの参考文献のそれぞれは、参照することにより本明細書に組み込まれる）。
【０１０９】
　潜在的に好適なポリマーの他の実施例は、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポ
リアクリル酸塩、ポリメタクリレート、ポリカーボネート、ポリスチレン、ポリエチレン
、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、ポリテトラフルオロエチレン、フッ素化ポリマー、
ポリジメチルシロキサン等のシリコーン、ポリ塩化ビニリデン、ビスベンゾシクロブテン
（「ＢＣＢ」）、ポリイミド、ポリイミドのフッ素化誘導体、または同等物を含むが、そ
れらに限定されない。上記で説明されるものを含むポリマーを伴う、組み合わせ、共重合
体、または混合物も構想される。デバイスはまた、複合材料、例えば、ポリマーおよび半
導体材料の複合物から形成されてもよい。
【０１１０】
　いくつかの実施形態では、本発明の種々の構成要素は、ポリマーおよび／または可撓性
および／または弾性材料から製造され、成形（例えば、レプリカ成形、射出成形、鋳型成
形等）を介した製造を促進する、硬化可能な流体で便利に形成することができる。硬化可
能な流体は、本質的に、流体ネットワークでの使用および流体ネットワークとの使用に検
討される流体を含有および／または輸送することが可能な固体に、凝固するように誘導す
ることができる、または自発的に凝固する、任意の流体となり得る。一実施形態では、硬
化可能な流体は、ポリマー液体または液体ポリマー前駆体（すなわち、「プレポリマー」
）を含む。好適なポリマー液体は、例えば、熱可塑性ポリマー、熱硬化性ポリマー、ワッ
クス、金属、またはそれらの融点以上で加熱されたそれらの混合物あるいは複合物を含む
ことができる。別の実施例として、好適なポリマー液体は、好適な溶媒中の１つ以上のポ
リマーの溶液を含んでもよく、その溶液は、例えば、蒸発による溶媒の除去時に、固体ポ
リマー材料を形成する。例えば、金属状態から、または溶媒蒸発によって、凝固させるこ
とができる、そのようなポリマー材料は、当業者に周知である。その多くが弾性である、
種々のポリマー材料が好適であり、また、金型マスターの一方または両方が弾性材料から
成る実施形態について、金型または金型マスターを形成するためにも好適である。そのよ
うなポリマーの実施例の非限定的リストは、シリコーンポリマー、エポキシポリマー、お
よびアクリレートポリマーという一般分類のポリマーを含む。エポキシポリマーは、一般
的にエポキシ基、１，２－エポキシド、またはオキシランと呼ばれる、三員環状エーテル
基の存在によって特徴付けられる。例えば、芳香族アミン、トリアジン、および脂環式骨
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格に基づく化合物に加えて、ビスフェノールＡのジグリシジルエーテルを使用することが
できる。別の実施例は、周知のノボラックポリマーを含む。本発明による使用に好適なシ
リコーンエラストマーの非限定的実施例は、メチルクロロシラン、エチルクロロシラン、
フェニルクロロシラン等のクロロシランを含む、前駆体から形成されるものを含む。
【０１１１】
　シリコーンポリマー、例えば、ポリジメチルシロキサンというシリコーンエラストマー
が、ある実施形態で使用される。ＰＤＭＳポリマーの非限定的実施例は、Ｄｏｗ　Ｃｈｅ
ｍｉｃａｌ　Ｃｏ．，Ｍｉｄｌａｎｄ，　ＭＩによってＳｙｌｇａｒｄという商標の下で
販売されているもの、具体的には、Ｓｙｌｇａｒｄ　１８２、Ｓｙｌｇａｒｄ　１８４、
およびＳｙｌｇａｒｄ　１８６を含む。ＰＤＭＳを含むシリコーンポリマーは、本発明の
微小流体構造の製造を単純化する、いくつかの有益な性質を有する。例えば、そのような
材料は、安価で、容易に入手可能であり、熱による硬化を介して、ポレポリマー液体から
凝固させることができる。例えば、ＰＤＭＳは、典型的には、例えば、約１時間の曝露時
間にわたって、例えば、約６５℃から約７５℃の温度にポリマー液体を曝露することによ
って、硬化可能である。また、ＰＤＭＳ等のシリコーンポリマーは、弾性となり得て、従
って、本発明のある実施形態で必要な比較的高いアスペクト比を伴う非常に小さい特徴を
形成するために有用であってもよい。可撓性（例えば、弾性）金型またはマスターが、こ
の点に関して有利となり得る。
【０１１２】
　ＰＤＭＳ等のシリコーンポリマーから本発明の微小流体構造等の構造を形成することの
１つの利点は、酸化構造が、他の酸化シリコーンポリマー表面に、または種々の他のポリ
マーおよび非ポリマー材料の酸化表面に架橋結合することが可能な化学基を、それらの表
面で含有するように、例えば、空気プラズマ等の酸素含有プラズマへの曝露によって、そ
のようなポリマーが酸化される能力である。したがって、構成要素を製造し、次いで、酸
化させ、別個の接着剤または他の封止手段の必要なく、他のシリコーンポリマー表面に、
または酸化シリコーンポリマー表面と反応する他の基質の表面に、本質的に不可逆的に封
止することができる。ほとんどの場合は、封止は、補助圧力を印加してシールを形成する
必要なく、単に酸化シリコーン表面を別の表面に接触させることによって完成することが
できる。つまり、事前酸化シリコーン表面が、好適な噛合表面に対する接触接着剤として
の役割を果たす。具体的には、それ自体に不可逆的に封止可能であることに加えて、酸化
ＰＤＭＳ等の酸化シリコーンはまた、例えば、（例えば、酸素含有プラズマへの曝露を介
して）ＰＤＭＳ表面と同様に酸化させられている、ガラス、シリコン、酸化ケイ素、石英
、窒化ケイ素、ポリエチレン、ポリスチレン、ガラス状炭素、およびエポキシポリマーを
含む、それ自体以外の一連の酸化物質に不可逆的に封止することもできる。本発明との関
連で有用な酸化および封止方法、ならびに全体的な成形技法は、当技術分野では、例えば
、参照することにより本明細書に組み込まれる、“Ｒａｐｉｄ　Ｐｒｏｔｏｔｙｐｉｎｇ
　ｏｆ　Ｍｉｃｒｏｆｌｕｉｄｉｃ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｐｏｌｙｄｉｍｅｔｈｙ
ｌｓｉｌｏｘａｎｅ，”Ａｎａｌ．　Ｃｈｅｍ．，７０：４７４－４８０，１９９８（Ｄ
ｕｆｆｙ　ｅｔ　ａｌ．）と題された論文で説明されている。
【０１１３】
　酸化シリコーンポリマーから本発明の微小流体構造（または内部流体含有表面）を形成
することの別の利点は、これらの表面が、典型的なエラストマーポリマーの表面（親水性
内面が所望される）よりもはるかに親水性となり得ることである。したがって、そのよう
な親水性チャネル表面は、典型的な未酸化エラストマーポリマーまたは他の疎水性材料か
ら成る構造よりも、水溶液で容易に充填し、湿潤することができる。
【０１１４】
　いくつかの実施形態では、デバイスは、例えば、接着剤、または本明細書で説明される
もの等の他の技法を使用して、皮膚の表面に適用可能または貼付可能である、電気および
／または機械的デバイスであってもよい。別の実施例として、デバイスは、被検体の皮膚
に適用される手持ち式デバイスであってもよい。しかしながら、場合によっては、デバイ
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スは、被検体がデバイスを自己管理することができるほど十分に小型または携帯用であっ
てもよい。ある実施形態では、デバイスはまた、電動であってもよい。場合によっては、
デバイスは、皮膚の表面に適用されてもよく、皮膚に挿入されない。しかしながら、他の
実施形態では、デバイスの少なくとも一部分が、例えば、機械的に、皮膚に挿入されても
よい。例えば、一実施形態では、デバイスは、本明細書で論議されるように、皮下注射針
、ナイフの刃、貫通要素（例えば、中実または中空針）、または同等物等のカッターを含
んでもよい。
【０１１５】
　場合によっては、デバイスは、デバイスの複数部分が分離可能であるように設計されて
もよい。例えば、デバイスの第１の部分が、皮膚の上にデバイスの他の部分を残して、皮
膚の表面から除去されてもよい。一実施形態では、カッターまたは他のデバイスが皮膚に
挿入する深度を防止または制御するように、例えば、表皮、真皮等への貫通を制御するよ
うに、停止部も含まれてもよい。
【０１１６】
　したがって、本明細書で説明されるように、本発明のデバイスは、場合によっては、単
段式または多段式となり得る。つまり、デバイスは、ユーザによって相互から容易に除去
することができない、相互に一体的に接続された１つ以上の構成要素を含む、または相互
から容易に除去されるように設計されており、そうすることができる、１つ以上の構成要
素を含むことができる、単一のユニットを画定することができる。後者の非限定的実施例
として、被検体の皮膚への適用のために、２段階パッチを提供することができる。パッチ
は、分析領域、真空を生成するため、またはそうでなければ分析領域に対して流体または
他の物質の流動を推進するための貯留部または他の材料、吸引水疱を介して、または吸引
水疱を伴わずに間質液にアクセスする針または極微針、または同等物を含む場合がある、
分析の持続時間にわたって被検体の皮膚に近接するように設計されている第１の段階を含
むことができる。デバイスの動作を開始することができる、デバイスの第２の段階または
部分を提供することができる。例えば、２段階デバイスをユーザの皮膚に適用することが
できる。被検体の皮膚に針または極微針の挿入または同等物を引き起こすように、デバイ
スの第２の段階と関連付けられるボタンまたは他の構成要素あるいはスイッチを、被検体
によって起動することができる。次いで、第２の段階は、例えば、被検体によって除去す
ることができ、第１の段階が皮膚上にとどまって分析を促進することができる。別の配設
では、第１の段階が、視覚化または他の信号発出構成要素を含み、第２の段階が、分析を
促進するために必要な構成要素を含む、例えば、第２の段階が、体液にアクセスし、（必
要であれば）流体を分析部位に輸送する等のために必要な全ての構成要素を含むことがで
き、本明細書で説明されるように、被検体または別の実体が視認し、またはそうでなけれ
ば分析するための可視化段階のみを残して、その段階を除去することができる、２段階デ
バイスを提供することができる。
【０１１７】
　本明細書で説明される配設のうちのいずれかまたは全ては、被検体に近接して、例えば
、被検体の皮膚の上、またはそれに近接して提供することができる。デバイスの起動は、
本明細書で説明されるように実行することができる。例えば、皮膚上デバイスは、任意的
に、起動、感知、流体流動等のための複数の層を含む、パッチまたは同等物の形態となり
得る。デバイスの起動は、種々の方法で実行することができる。１つの方式では、パッチ
を被検体に適用することができ、間質液にアクセスするよう針または極微針を注射するよ
うに、パッチの領域を起動することができる（例えば、ユーザによって軽くたたかれる）
。同じまたは異なる、軽くたたく、または押す作用が、真空源を起動し、種々の弁のうち
の１つ以上を開き、および／または閉じ、または同等のことを行うことができる。デバイ
スは、皮膚に適用され、自動的に動作する（例えば、皮膚への適用が間質液にアクセスし
、間質液を分析領域に引き込む）単純なものとなり得て、またはパッチあるいは他のデバ
イスを、皮膚に適用することができ、１回軽くたたくこと、または他の起動が、針または
極微針の投与、弁の開放、真空の起動、またな任意の組み合わせを通して流体を流れさせ
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ることができる。場所を繰り返し押す、または軽くたたくか、あるいは、選択的、連続的
、および／または周期的に種々のスイッチを起動する（例えば、パッチの領域を軽くたた
く）ことによって、任意の数の起動プロトコルを実行することができる。別の配設では、
針または極微針の起動、吸引水疱の生成、弁の開放および／または閉鎖、および１つ以上
の分析を促進する他の技法は、電子的に、または被検体あるいは外部制御実体によって促
進される他の方式で、実行することができる。例えば、デバイスまたはパッチを被検体の
皮膚に近接して提供することができ、任意の１つまたは複数の検定を所望に応じて実行す
ることができるように、説明されるデバイスの針、水疱デバイス、弁、または他の構成要
素のうちのいずれかを起動するよう、近くのコントローラまたは遠隔の信号源によって、
無線周波数、電磁、または他の信号を提供することができる。
【０１１８】
　論議されるように、本発明の種々のデバイスは、ある実施形態による、流体を送達し、
および／または被検体から引き抜くための種々のシステムおよび方法を含む。例えば、デ
バイスは、皮下注射針、真空源、吸湿性作用物質、または同等物を備えてもよい。好適な
送達技法の非限定的実施例は、以下で論議されるもの等の（例えば、皮下注射針等の針を
使用した）注射またはジェット式注射器を含むが、それらに限定されない。例えば、一実
施形態では、流体は、例えば、シリンジ上のプランジャを操作することによって、手動で
送達され、および／または引き抜かれる。別の実施形態では、流体は、例えば、ピストン
ポンプまたは同等物を使用して、機械的または自動的に送達し、および／または皮膚から
引き抜くことができる。流体はまた、本明細書で説明されるもの等の真空を使用して引き
抜かれてもよい。例えば、プール領域から流体の少なくとも一部分を引き上げるために、
真空は、例えば、流体のプール領域内で、間質液と流体的に連絡している針等の導管に印
加されてもよい。さらに別の実施形態では、流体は、毛細管作用を使用して（例えば、好
適に狭い内径を有する皮下注射針を使用して）引き抜かれる。さらに別の実施形態では、
針から流体を押し出すように、圧力が印加されてもよい。
【０１１９】
　いくつかの実施形態では、流体は、真空を使用して、皮膚に送達され、または皮膚から
引き抜かれてもよい。真空は、外部真空源であってもよく、および／または真空源は、デ
バイス内に内蔵されてもよい。例えば、少なくとも約５０ｍｍＨｇ、少なくとも約１００
ｍｍＨｇ、少なくとも約１５０ｍｍＨｇ、少なくとも約２００ｍｍＨｇ、少なくとも約２
５０ｍｍＨｇ、少なくとも約３００ｍｍＨｇ、少なくとも約３５０ｍｍＨｇ、少なくとも
約４００ｍｍＨｇ、少なくとも約４５０ｍｍＨｇ、少なくとも約５００ｍｍＨｇ、少なく
とも５５０ｍｍＨｇ、少なくとも６００ｍｍＨｇ、少なくとも６５０ｍｍＨｇ、少なくと
も約７００ｍｍＨｇ、または少なくとも約７５０ｍｍＨｇの真空が、皮膚に印加されても
よい。本明細書で使用されるような「真空」とは、大気圧を下回る圧力を指す。
【０１２０】
　１組の実施形態では、圧量差（例えば、真空）が圧力調節器によって生成されてもよい
。本明細書で使用されるように、「圧力調節器」は、２つ以上の場所の間で圧力差を生成
することが可能な圧力コントローラ構成要素またはシステムである。圧力差は、本明細書
で論議される本発明の種々の実施形態によれば、流体または他の物質の移動を促すのに少
なくとも十分となるべきであり、２つ以上の場所での絶対圧力は、それらの差が適切であ
る限り重要ではなく、それらの絶対値は、本明細書で論議される目的に妥当である。例え
ば、圧力調節器は、別の場所でのより低い圧力（大気圧または何らかの他の圧力）に対し
て、１つの場所で大気圧よりも高い圧力を生じてもよく、圧力間の差は、本発明によれば
、流体を押し進めるのに十分である。別の実施例では、調節器またはコントローラは、１
つの場所では大気圧よりも低い圧力（真空）、別の場所ではより高い圧力（大気圧または
異なる圧力）を伴い、圧力間の差は、本発明によれば、流体を押し進めるのに十分である
。本発明の圧力調節器または圧力差と関連して、「真空」または「圧力」が本明細書にお
いてどこで使用されようと、当業者によって理解されるように、反対も実装することがで
き、すなわち、多くの場合、流体または他の物質の移動を促すために好適な圧力差を生成
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するために、真空チャンバを圧力チャンバと交換できることを理解されたい。
【０１２１】
　圧力調節器は、外部真空源（例えば、研究所、診療所、病院等の屋内真空ラインまたは
外部真空ポンプ）、機械的デバイス、真空チャンバ、事前同梱真空チャンバ、または同等
物であってもよい。いくつかの実施形態では、デバイスが、例えば、真空が存在する、ま
たは真空を生成することができる領域（例えば、可変容積チャンバ、その容積の変化が真
空または圧力に影響を及ぼす）を含有する、真空チャンバを使用することができる。真空
チャンバは、事前真空排気（すなわち、事前同梱）チャンバまたは領域、および／または
内蔵式アクチュエータを含むことができる。
【０１２２】
　「内蔵式」真空（または圧力）調節器とは、デバイスと関連付けられる（例えば、デバ
イスの上またはデバイス内にある）もの、例えば、デバイスの一体部分を画定する、また
は圧力差を形成するように特定のデバイスに特異的に接続可能に構築および配設される（
すなわち、病院、診療所、研究所等の屋内真空ライン、またはごく一般的な使用に好適な
真空ポンプへの接続ではない）別個の構成要素であるものを意味する。いくつかの実施形
態では、内蔵式真空源は、デバイス内で真空を生成するように、何らかの様式で作動させ
られてもよい。例えば、内蔵式真空源は、ピストン、シリンジ、デバイス内で真空を生成
することが可能な真空ポンプ等の機械的デバイス、および／または反応によって駆動され
る機械的または他の手段の支援により、圧力調節器と関連付けられる圧力差を形成するこ
とができる、圧力を増加または減少させるように反応することができる化学物質または他
の反応物質を含んでもよい。化学反応はまた、化学反応自体に基づく圧力の変化を伴って
、または伴わずに、機械的作動を駆動することもできる。内蔵式真空源はまた、膨張性発
泡体、形状記憶材料、または同等物を含むこともできる。
【０１２３】
　本発明の内蔵式真空または圧力調節器の１つの分類は、内蔵式支援調節器を含む。これ
らは、起動（例えば、ボタンを押すこと、または、例えば、包装から除去したとき、ある
いは皮膚にデバイスを押し付けたときの自動作動）時に、デバイスと関連付けられる真空
または圧力が形成される調節器であり、チャンバを加圧または真空排気する力は、作動力
と同じではない。内蔵式支援調節器の実施例は、作動、作動時の形状記憶材料または膨張
性材料の解放、作動時の化学反応の開始、または同等物によって誘起されるバネによって
駆動される、膨張によって真空排気される、チャンバを含む。
【０１２４】
　本発明の内蔵式真空または圧力調節器の別の分類は、必ずしも圧力または真空とともに
事前同梱されないが、例えば、デバイスのチャンバを真空または圧力源に接続することに
よって、使用前に、例えば、被検体、病院または診療所の医療専門家によって加圧または
真空排気することができる、デバイスである。例えば、被検体または別の個人は、例えば
、デバイスの使用直前に、デバイスを作動させて、デバイス内で圧力または真空を生成し
てもよい。
【０１２５】
　真空または圧力調節器は、使用時にデバイスの中の「事前同梱」圧力または真空チャン
バであってもよい（すなわち、初期真空を形成するための作動の必要なく、デバイスの上
または中に真空排気領域を伴って、被検体または施術者による使用のために準備ができた
デバイスを提供することができる）。事前同梱圧力または真空チャンバ調節器は、例えば
、製造時に、および／または被検体または施術者によって使用される時点の前の何らかの
時点で（大気圧に対して）真空排気される領域となり得る。例えば、チャンバは、製造時
に、または製造後であるが、ユーザ、例えば、臨床医または被検体への送達前に真空排気
される。例えば、いくつかの実施形態では、デバイスは、大気圧を下回る、少なくとも約
５０ｍｍＨｇ、少なくとも約１００ｍｍＨｇ、少なくとも約１５０ｍｍＨｇ、少なくとも
約２００ｍｍＨｇ、少なくとも約２５０ｍｍＨｇ、少なくとも約３００ｍｍＨｇ、少なく
とも約３５０ｍｍＨｇ、少なくとも約４００ｍｍＨｇ、少なくとも約４５０ｍｍＨｇ、少
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なくとも約５００ｍｍＨｇ、少なくとも５５０ｍｍＨｇ、少なくとも６００ｍｍＨｇ、少
なくとも６５０ｍｍＨｇ、少なくとも約７００ｍｍＨｇ、または少なくとも約７５０ｍｍ
Ｈｇの真空を有する、真空チャンバを含有する。
【０１２６】
　場合によっては、デバイスは、皮膚の表面に適用可能または貼付可能であってもよい。
例えば、１組の実施形態では、デバイスは、デバイスを皮膚に固定化するために使用する
ことができる接着剤を含有する、支持構造を含んでもよい。接着剤は、永久的または一時
的であってもよく、デバイスを皮膚の表面に貼付するために使用されてもよい。接着剤は
、任意の好適な接着剤、例えば、感圧接着剤、接触接着剤、永久接着剤、ヒドロゲル接着
剤、シアノアクリレート、のり、粘剤、熱溶融物、エポキシ、または同等物であってもよ
い。ほとんどの場合、接着剤は、生体適合性または低刺激性となるように選択される。
【０１２７】
　別の１組の実施形態では、デバイスは、皮膚に機械的に担持されてもよく、例えば、デ
バイスは、ストラップ、ベルト、バックル、糸、ひも、弾性バンド、または同等物等の機
械的要素を含んでもよい。例えば、被検体の皮膚に対して定位置でデバイスを担持するよ
うに、ストラップがデバイスの周囲に装着されてもよい。さらに別の１組の実施形態では
、これらの技法および／または他の技法の組み合わせが使用されてもよい。１つの非限定
的実施例として、デバイスは、接着剤およびストラップを使用して、被検体の腕または脚
に貼付されてもよい。
【０１２８】
　いくつかの実施形態では、デバイスは、被検体の皮膚への適用のための支持構造を含ん
でもよい。支持構造は、本明細書で論議されるように、例えば、流体が送達され、および
／または被検体の皮膚から引き抜かれてもよいように、被検体の皮膚の表面に流体輸送器
を適用するために使用されてもよい。場合によっては、支持構造は、流体輸送器が支持構
造に対して移動することができないように、流体輸送器を固定化してもよいが、しかしな
がら、他の場合においては、流体輸送器は、支持構造に対して移動することが可能であっ
てもよい。一実施形態では、非限定的実施例として、流体輸送器は、支持構造に対して固
定化され、支持構造は、皮膚へのデバイスの適用が、流体輸送器の少なくとも一部分を被
検体の皮膚に貫通させるように、デバイス内に設置される。
【０１２９】
　例えば、１組の実施形態では、支持構造または支持構造の一部分は、第１の位置から第
２の位置へ移動してもよい。例えば、第１の位置は、支持構造がそこに対して固定化され
ており、流体輸送器が皮膚に接触しない（例えば、流体輸送器が陥凹内に含有されてもよ
い）位置であってもよい一方で、第２の位置は、流体輸送器が皮膚に接触し、場合によっ
ては、流体輸送器が皮膚を貫通してもよい位置であってもよい。支持構造は、任意の好適
な技法を使用して、例えば、手動で、機械的に、電磁的に、サーボ機構を使用して、また
は同等物により、移動させられてもよい。１組の実施形態では、例えば、支持構造は、（
直接的に、またはボタンを支持構造と結び付ける機構を通して）支持構造を移動させる、
デバイス上のボタンを押すことによって、第１の位置から第２の位置へ移動させられても
よい。ボタンと併せて、またはその代わりに、他の機構（例えば、本明細書で論議される
ようなダイヤル等）が使用されてもよい。別の１組の実施形態では、支持構造は、自動的
に、例えば、コンピュータによる起動時に、遠隔起動時に、ある期間が経過した後に、ま
たは同等物により、第１の位置から第２の位置へ移動させられてもよい。例えば、一実施
形態では、支持構造に接続されたサーボが電子的に起動され、第１の位置から第２の位置
へ支持構造を移動させる。
【０１３０】
　場合によっては、支持構造はまた、第２の位置から第１の位置へ移動させられてもよい
。例えば、例えば、流体輸送器を使用して、流体が送達され、および／または皮膚から引
き抜かれた後、支持構造が移動させられてもよく、それは、流体輸送器を皮膚との接触か
ら離して移動させてもよい。支持構造は、上記で説明されるものを含む、任意の好適な技
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法を使用して、第２の位置から第１の位置へ移動させられてもよく、第２の位置から第１
の位置へ支持構造を移動させるための技法は、第１の位置から第２の位置へ支持構造を移
動させる技法と同じ、または異なってもよい。
【０１３１】
　場合によっては、支持構造は、流体輸送器に向かって皮膚を引き寄せることが可能であ
ってもよい。例えば、１組の実施形態では、支持構造は、本明細書で説明されるような真
空界面を含んでもよい。界面は、（デバイスの外部および／または内部の）真空源と接続
されてもよく、真空が印加されると、皮膚は、例えば、１本以上の針および／または極微
針等の流体輸送器と接触するために、支持構造に向かって引き寄せられてもよい。
【０１３２】
　ある実施形態では、デバイスはまた、起動部を含有してもよい。起動部は、起動部の起
動時に、皮膚への流体輸送器の曝露を引き起こすように構築および配設されてもよい。例
えば、起動部は、化学物質を放出させて皮膚に接触させ、針を皮膚の中へ駆動させ、真空
を皮膚に印加させ、流体のジェットを皮膚に方向付けさせ、または同等のことを行っても
よい。起動部は、被検体によって、および／または別の個人（例えば、医療提供者）によ
って起動されてもよく、またはデバイス自体が、例えば、被検体の皮膚への適用時に、自
己起動式であってもよい。起動部は、１回、または場合によっては複数回、起動されても
よい。
【０１３３】
　デバイスは、例えば、ボタンを押すこと、スイッチを押すこと、スライダを移動させる
こと、ダイヤルを回すこと、または同等物によって、起動されてもよい。被検体および／
または別の個人が、起動部を起動してもよい。場合によっては、デバイスは、遠隔で起動
されてもよい。例えば、医療提供者が、デバイスを起動するためにデバイスによって受信
される電磁信号、例えば、無線信号、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）信号、インターネ
ット信号、電波信号等を送信してもよい。
 
【０１３４】
　１組の実施形態では、デバイスはまた、例えば、デバイス内に埋め込まれ、またはデバ
イスと一体的に接続され、あるいは遠隔に設置されるが、デバイス内の区画を感知するこ
とができるよう、デバイスとの物理的、電気的、および／または光学的接続を伴うセンサ
を含んでもよい。例えば、センサは、直接的に、微小流体チャネル、分析チャンバ等を介
して、被検体から引き抜かれた流体と流体的に連絡してもよい。センサはまた、被分析物
、例えば、被検体から引き抜かれた流体の中にあることが疑われるものを感知することが
可能であってもよい。例えば、センサは、デバイスとの物理的接続を含まなくてもよいが
、デバイスの一部分、例えば、デバイス内の区画に向かって方向付けられている、赤外線
、紫外線、または可視光等の電磁放射の相互作用の結果を検出するよう設置されてもよい
。別の実施例として、センサは、デバイス上またはデバイス内に設置されてもよく、区画
に光学的に接続されることによって、区画の中の活性を感知してもよい。感知通信はまた
、区画の状態を感知することができるよう、区画がセンサと流体的に、光学的または視覚
によって、熱的に、空気圧により、電子的に、または同等物により連通している場合に、
提供することもできる。一実施例として、センサは、微小流体チャネルまたは同等物等の
チャネル内で、区画の下流に設置されてもよい。
【０１３５】
　センサは、例えば、ｐＨセンサ、光センサ、酸素センサ、物質の濃度を検出することが
可能なセンサ、または同等物であってもよい。センサが決定するために使用されてもよい
、被分析物の他の実施例は、金属イオン、タンパク質、核酸（例えば、ＤＮＡ、ＲＮＡ等
）、薬剤、糖類（例えば、グルコース）、ホルモン（例えば、エストラジオール、エスト
ロン、プロゲステロン、プロゲスチン、テストステロン、アンドロステンジオン等）、炭
水化物、または他の関心の被分析物を含むが、それらに限定されない。本発明で有用なセ
ンサの非限定的実施例は、染料ベースの検出システム、親和性ベースの検出システム、微
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細加工重量分析器、ＣＣＤカメラ、光検出器、光学顕微鏡システム、電気的システム、熱
電対およびサーミスタ、圧力センサ等を含む。当業者であれば、本明細書で使用するため
の他のセンサを識別することができるであろう。センサは、場合によっては、デバイスの
外部にあってもよい、またはある場合においてはデバイスに微細加工されてもよい、比色
分析検出システムを含むことができる。比色分析検出システムの実施例として、（例えば
、粒子で）染料または蛍光実体が使用される場合、比色分析検出システムは、染料または
蛍光実体の周波数および／または強度の変化または偏移を検出することが可能であっても
よい。
【０１３６】
　本明細書で説明されるように、１組の実施形態では、分析と関連付けられる、視覚によ
って、臭い、音、感触、味、または同等物による信号伝達を含む、種々の信号伝達または
表示方法のうちのいずれかを提供することができる。信号構造および発生器は、ディスプ
レイ（視覚、ＬＥＤ、光等）、スピーカ、化学物質放出区画（例えば、揮発性化学物質を
含有する）、機械的デバイス、加熱器、冷却器、または同等物を含むが、それらに限定さ
れない。場合によっては、信号構造または発生器は、デバイスと一体化してもよく（例え
ば、針または極微針等の流体輸送器を含有する、例えば、被検体の皮膚に適用するための
支持構造と一体的に接続される）、あるいは信号構造または発生器は、支持構造と一体的
に接続されなくてもよい。本明細書で使用されるような「信号構造」または「信号発生器
」は、媒体の状態に関係付けられる信号を発生させることが可能な任意の装置である。例
えば、媒体は、血液または間質液等の体液であってもよい。
【０１３７】
　いくつかの実施形態では、例えば、被検体および／または以下で説明されるもの等の別
の実体に、センサによって決定される被分析物の存在および／または濃度を示すために、
これらの方法等の信号方法が使用されてもよい。視覚が提供される場合、不透明性の変化
、色および／または不透明性の強度の変化の形態で提供することができ、またはメッセー
ジ（例えば、数値的信号または同等物）、アイコン（例えば、形状、またはそうでなけれ
ば特定の病状による信号伝達）、ブランド、ロゴ、または同等物の形態となり得る。例え
ば、一実施形態では、デバイスは、ディスプレイを含んでもよい。「次の投与量を服用し
てください」または「血糖値が高い」等の書面によるメッセージ、または数値、あるいは
「毒素が存在します」等のメッセージが提供される場合がある。これらのメッセージ、ア
イコン、ロゴ、または同等物は、デバイスの構成要素による電子計測値として提供するこ
とができ、および／またはデバイスの１つ以上の構成要素の固有の配設として表示されて
もよい。
【０１３８】
　いくつかの実施形態では、デバイスが、被検体の物理的状態を決定し、（例えば、上記
で説明されるような可視「ＯＫ」信号の提供によって）被検体によって容易に理解するこ
とができる、または被検体によって容易に理解されないよう設計することができる、状態
に関係付けられる信号を発出する、デバイスが提供される。容易に理解可能ではない場合
、信号は、種々の形態を成すことができる。１つの形態では、信号は、医療専門家または
同等の人物にとって意味を有し（および／または、例えば、好適なデーダを参照して、同
じ人物によって復号可能である）、特定の生理学的状態と関連づけることができる、被検
体にとって何も意味しない、一連の文字または数字（例えば、Ａ１２７８ＣＤＱ）となる
場合がある。代替として、特定の条件または一式の条件下で、バーコードが出現および／
または消滅、あるいは変化し、被検体または被分析物に関する情報を伝達するようバーコ
ード読取機によって読み取ることができるように、バーコードの形態の信号をデバイスに
よって提供することができる。別の実施形態では、デバイスは、紫外線信号が発出される
か、または紫外線下のみで読み取ることができる信号（例えば、単純な点またはパッチ、
または被検体によって容易に理解可能となり得る、あるいは容易に理解可能となり得ない
、一連の数字、文字、バーコード、メッセージ、または同等物等の任意の他の信号）を提
供することができるように、設計することができる。信号は、人間の目に見えてもよいが
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、紫外線光または他の励起エネルギーの印加時に可読であってもよい。信号は、目視観察
を介してユーザによって、またはにおい、感触等の他のセンサ活性を用いて、容易に可読
または理解可能となり得る。別の１組の実施形態では、臨床現場等での機器等の、上記で
説明されるような機器が、デバイスによって提供される信号を決定するために必要とされ
てもよい。場合によっては、デバイスは、受信機に被分析物を示す信号、例えば、無線信
号、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）信号、インターネット信号、電波信号等を伝送する
ことが可能である。
【０１３９】
　いくつかの実施形態では、定量および／または定性分析をデバイスによって提供するこ
とができる。つまり、デバイスは、場合によっては、「はい／いいえ」の検査または同等
物、あるいは特定の１つまたは複数の被分析物の量、濃度、もしくはレベルについての情
報を提供する検査を可能にする、分析を提供してもよい。特定の時点で被検体に存在する
特定の被分析物の量を反映する表示構成を、本発明によって提供することができ、または
任意の他の変数（経時的な分析の存在、被分析物の種類等）表示構成が、種々の形態を成
すことができる。一実施例では、一連のレベル指示（例えば、ダイヤルの周囲の数字）お
よび特定のレベルを示す「針」または他のデバイスを伴うスピードメーターのダイヤルと
同様である、ダイヤルを提供することができる。他の構成では、例えば、棒グラフの形態
の特定の被分析物の存在および／または量に応じて、多かれ少なかれ充填される、（例え
ば、ディスプレイ上の）デバイスの特定の領域が存在することができる。別の配設では、
存在する特定の被分析物の量が、ホイールのどの色が可視的であるかを制御することがで
きる、「カラーホイール」を提供することができる。または、異なる被分析物は、ホイー
ルの異なる色またはグラフの異なる棒を、多重被分析物分析で可視的または不可視的にさ
せることができる。複数のカラーホイール、各色の強度が被分析物の量を反映する、被分
析物ごとに異なる色を伴う単一のカラーホイール、または、例えば、各棒グラフが特定の
被分析物を反映し、棒のレベル（および／または領域が可視的な色または他の可視的な特
徴で充填される程度）が被分析物の量を反映する、複数の棒グラフで、多重被分析物定量
分析を反映することができる。本明細書の全ての実施形態と同様に、表示されるあらゆる
信号は、任意の数の当時者に理解可能または理解不可能となり得る。例えば、それは、被
検体に理解可能または被検体に理解不可能となり得る。理解不可能である場合、それは、
復号され、電子的に読み取られ、または同等のことを行われなければならない場合がある
。電子的に読み取られる場合、例えば、デバイスは、被検体に理解可能ではない、または
被検体によって目に見えない、あるいはそうでなければ感知されることさえ可能ではない
、信号を提供してもよく、被検体に理解可能または理解不可能である可視信号を提供する
ことができる、または分析のために信号を別の実体に伝送することができるデバイスに隣
接または接近して、読取機を提供することができる。
【０１４０】
　本明細書で説明される任意の分析と関連付けられる任意の信号と関連して、信号の解釈
および／または評価を支援することができる、別の潜在的関連信号または他の表示（例え
ば、臭い、味、または同等物）を提供することができる。１つの配設では、信号に近接し
て（またはそうでなければ信号と同程度に）較正または制御が提供され、例えば、デバイ
スおよび／または埋め込まれた作用物質、粒子、または同等物によって提供される可視信
号の隣または近くに、可視的較正／制御またはコンパレータが提供される。
【０１４１】
　臭い、味、温度、かゆみ等の信号等の、別の感覚信号とともに、視覚制御または参照を
使用することができる。皮膚内検査と関連して使用されるように、参照／制御および／ま
たは実験確認構成要素を提供することができ、またはその逆も同様である。ユーザが、デ
バイスをもはや頼りにするべきではない、および／またはデバイスが除去されるべきとき
を決定することができるように、デバイスがその有用寿命に対して変化するにつれて、デ
バイスの寿命の状態、色の変化、または別の信号伝達側面の強度および／または変化を示
すためにも、参照／指標を使用することもできる。あるデバイスについて、デバイスの操
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作性を確認するように、および／またはそれに対してデバイスの信号を測定する参照を提
供するように、（例えば、決定される供給源外の供給源から）被分析物を制御に追加する
ことによって、指標または制御を達成することができる。例えば、デバイスは、信号を提
供し、デバイスの操作性を明示し、および／または分析用のコンパレータを提供するよう
に、貯留部からの被分析物が指標領域に移転することを可能にする、ユーザによって軽く
たたかれるボタンを含むことができる。
【０１４２】
　本明細書で説明される実施形態の多くは、定量分析および関連信号、すなわち、媒体中
の被分析物の相対量または濃度を決定する能力を伴う。これは、種々の方法で達成するこ
とができる。例えば、被分析物を捕捉し、分析するために、作用物質（例えば、ナノ粒子
に付着した結合パートナー）が使用される場合、作用物質は、デバイスの感知領域を横断
して濃度に勾配をつけて提供することができる。または、感知領域は、膜または他の装置
を含むことができ、それを通して被分析物が捕捉および識別前に流動または通過するよう
に要求され、被分析物通行用の経路は、表示領域の位置の関数として変化し得る。例えば
、感知領域を横断して膜を提供することができ、作用物質を結合および／または信号伝達
する層と相互作用する前に、被分析物が通過しなければならず、膜は、「棒グラフ」計測
値と関連付けられる方向へ横方向に厚さが変化してもよい。少量の被分析物が存在する場
合、それは、膜のより厚い部分ではなくより薄い部分を通過してもよいが、多量に存在す
る場合、それは、より厚い部分を横断してもよい。被分析物が通過する領域と、被分析物
が完全には通過しない領域との間の境界（存在する場合）が、棒グラフの「線」を画定す
ることができる。同じまたは同様の結果を達成する他の方法は、膜または他の部品を横断
する、被分析物のスカベンジャーまたは輸送体、あるいは（被分析物と信号伝達事象との
間の）中間反応種の濃度、膜の多孔性または選択性の勾配、サンプル流体を吸収または輸
送する能力、または同等物を変化させることを含むことができる。本明細書の他の開示と
組み合わせた、これらの原則は、本明細書で説明される定量分析のうちのいずれかまたは
全てを促進するために使用することができる。
【０１４３】
　1組の実施形態では、分析される生理学的状態等の状態を有する被検体（または医療関
係者等の他のユーザ）が、デバイスから信号を読み取り、および／またはそうでなければ
決定する。例えば、デバイスは、被検体および／またはデバイスの状態を示す信号を伝送
してもよい。代替として、または加えて、デバイスによって発出される信号は、表示（例
えば、デジタル化信号または同等物）の形態で取得し、分析および／または措置のために
別の実体に伝送することができる。例えば、信号は、例えば、被分析物のセンサ計測値に
基づいて、送達された、および／または皮膚から引き抜かれた流体に基づいて、デバイス
の状態に基づいて、または同等物で、デバイスによって発出することができる。信号は、
任意の好適なデータまたは画像を表してもよい。例えば、信号は、被検体から引き抜かれ
た流体の中の被分析物の存在および／または濃度、被検体から引き抜かれた、および／ま
たは被検体に送達される流体の量、デバイスが使用された回数、デバイスのバッテリ寿命
、デバイスの中に残された真空の量、デバイスの清浄度または無菌性、デバイスの同一性
（例えば、偽造、間違ったユーザへの機器の偶発的交換等を防止するように、複数のデバ
イスに一意的な識別番号が与えられる場合）、または同等物を表してもよい。例えば、１
組の実施形態では、信号の画像（例えば、視覚画像または写真）を得て、異なる実体に伝
送することができる（例えば、ユーザが、デバイスによって発生させられた信号の写真を
携帯電話で撮り、携帯電話を介して、それを他の実体に送信することができる）。
【０１４４】
　信号が伝送される他の実体は、人間（例えば、臨床医）または機械となり得る。場合に
よっては、他の実体は、信号を分析し、適切な措置を講じることが可能であってもよい。
１つの配設では、他の実体は、信号を分析し、任意的に、信号をデバイスに返送して、活
動に関する指図を与える、機械またはプロセッサである（例えば、一式の条件下で、信号
を同じ携帯電話に返送してユーザに指図を与える、または他の措置を講じる、プロセッサ
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に、信号の画像を伝送するために、携帯電話を使用することができる）。他の措置は、薬
剤または医薬品を分注する、または同等のことを行うように、デバイスまたは関連デバイ
スの自動刺激を含むことができる。医薬品の分注を指図する信号は、信号を実体（例えば
、携帯電話）または異なる媒介物あるいは経路に伝送するために使用される、同じ信号を
介して起こることができる。電話伝送線、無線ネットワーク、インターネット通信、およ
び同等物も、この種類の通信を促進する。
【０１４５】
　１つの具体的実施例として、デバイスは、グルコースモニタであってもよい。信号がデ
バイスによって生成されてもよく、信号の画像が携帯電話のカメラによって撮影され、次
いで、携帯電話を介して臨床医に伝達されてもよい。次いで、臨床医は、グルコース（ま
たは、例えばインスリン）レベルが適切または不適切であると決定し、携帯電話を介して
、これを示すメッセージを被検体に返送してもよい。
【０１４６】
　分析に関する情報はまた、単に、被検体からデバイスまたはデバイスの一部分を除去し
、それを異なる場所に移転することによって、同じまたは異なる実体、あるいは異なる場
所に伝送することもできる。例えば、デバイスは、特定の被分析物の存在および／または
量を分析するために、被検体と接続して使用することができる。使用の開始後の何らかの
時点で、デバイス、または１つあるいは複数の分析を示す１つあるいは複数の信号を運ぶ
デバイスの一部分を、除去し、例えば、被検体と関連する記録に取り付けることができる
。具体的実施例として、定性的、定量的、および／または経時的に、１つ以上の被分析物
の存在および／または量を決定するように、パッチまたは他のデバイスを被検体によって
装着することができる。被検体は、パッチ（または他のデバイス）またはパッチの一部分
を除去し、場合によっては、それを被検体と関連する医療記録に取り付けることができる
、臨床医を訪ねることができる。
【０１４７】
　種々の組の実施形態によれば、デバイスは、用途に応じて、１回または複数回、使用さ
れてもよい。例えば、本発明のある実施形態による、感知のためにサンプルを得ることは
、連続的に、離散的に、またはこれらの組み合わせで実行することができる。例えば、被
分析物の決定のために血液または間質液等の体液がアクセスされる場合、離散的に（すな
わち、１回または複数回、単回投与量として）、あるいは１回または任意の回数で分析す
ることができる流体の連続流を生成することによって、連続的に流体にアクセスすること
ができる。加えて、１回、単一の時点で、または複数の時点で、および／または複数のサ
ンプルから（例えば、被検体に対する複数の場所で）検査を実行することができる。
【０１４８】
　代替として、または加えて、被検体または他の複数のサンプルに対する１つまたは任意
の数の場所を伴って、任意の数の時点にわたって、連続的に検査を実行することができる
。実施例として、間質液等の流体の１つのボーラスまたは単離サンプルを得ることができ
る。その流体から、特定の被分析物または他の作用物質が流体の中に存在するかどうかを
決定するように、検査を実行することができる。代替として、２つ以上の被分析物の存在
および／または量を決定するように、その流体の量を伴う２つ以上の検査を実行すること
ができ、任意の数のそのような検査を実行することができる。その流体の量を伴う検査は
、同時に、またはある期間にわたって実行することができる。例えば、結果が経時的に変
化するかどうかを決定するように、特定の被分析物に対する検査を種々の時点で実行する
ことができ、または異なる被分析物を異なる時点で決定することができる。別の実施例と
して、例えば、吸引水疱を介して、皮膚の層の間に流体のプールを形成することができ、
吸引水疱内で、または吸引水疱から引き出され、他の場所に配置された流体から、上記お
よび他の分析のうちのいずれかを、１つ以上の時点で実行することができる。水疱内の間
質液が経時的に変化するような方法で吸引水疱が形成される場合（被検体内の間質液と吸
引水疱自体の中の間質液との間に平衡が存在する場合）、すなわち、水疱内の流体は、経
時的に水疱領域中の被検体の間質液の含有量を反映するように、絶え間なく変化している
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。種々の時点での吸引水疱内または吸引水疱からの流体の検査は、有用な情報を提供する
ことができる。
【０１４９】
　別の実施例では、（吸引水疱の使用を伴って、または伴わずに）間質液等の被検体の流
体にアクセスするために、針または極微針、あるいは他のデバイスを使用することができ
る。流体は、分析の点まで引き出し、本明細書で説明される任意の方式で分析することが
できる。例えば、単一の被分析物の存在および／または量を決定するように、分析を１回
実行することができ、またはいくつかの検査を実行することができる。流体の単一のサン
プルから、特定の検査または特定数の検査を本質的に同時に実行することができ、または
分析を経時的に実行することができる。また、流体を被検体から連続的に引き出すことが
でき、１つ以上の検査を任意の数の時点で実行することができる。当業者によって理解さ
れるように、時間の経過にわたって１つ以上の検査を実行するための種々の理由が存在す
る。１つのそのような理由は、被分析物の量または別の特性が被検体の中で一定であるか
、または経時的に変化するかどうかを決定することである。連続的および／または離散的
検査のための種々の具体的な技法を本明細書で説明する。
【０１５０】
　場合によっては、デバイスは、皮膚の表面を切断または貫通することが可能なカッター
を備えてもよい。カッターは、例えば、それを通して流体が送達され、および／または皮
膚から除去されてもよい、流体に対する経路を皮膚内で生成することが可能な任意の機構
を備えてもよい。例えば、カッターは、皮膚から流体を引き抜くための好適な導管を生成
するように皮膚に適用することができる、皮下注射針、ナイフの刃、貫通要素（例えば、
中実または中空針）、または同等物を備えてもよい。一実施形態では、そのような経路を
生成するためにカッターが使用され、除去され、次いで、任意の好適な技法を使用して、
この経路を介して流体が除去される。別の実施形態では、カッターは皮膚内で適所にとど
まり、流体は、カッター内の導管を通して引き出されてもよい。
【０１５１】
　いくつかの実施形態では、流体は、電荷を使用して引き抜かれてもよい。例えば、逆イ
オン導入が使用されてもよい。いずれの理論にも束縛されることを希望せず、逆イオン導
入は、皮膚を横断して帯電および高極性化合物を駆動するために、少量の電流を使用する
。皮膚は生理的ｐＨで負に帯電しているため、カチオンに対する選択透過性膜としての役
割を果たし、皮膚を横断する対イオンの通過は、アノードからカソードへの方向に中性分
子を運んでもよい、電気浸透溶媒流を誘発する。溶媒流中の構成要素は、本明細書の他の
場所で説明されるように分析されてもよい。場合によっては、逆イオン導入装置は、それ
ぞれ皮膚と接触している、アノードセルおよびカソードセルを備えてもよい。アノードセ
ルは、例えば、４より大きいｐＨおよび電解質（すなわち、塩化ナトリウム）を有する水
性緩衝液（すなわち、水性トリス緩衝液）で充填されてもよい。カソードセルは、水性緩
衝液で充填することができる。一実施例として、第１の電極（例えば、アノード）をアノ
ードセルに挿入することができ、第２の電極（例えば、カソード）をカソードセルに挿入
することができる。いくつかの実施形態では、電極は皮膚と直接接触していない。
【０１５２】
　逆イオン導入を誘発し、それにより、皮膚から流体を抽出するように、電流が印加され
てもよい。印加される電流は、例えば、０．０１ｍＡよりも大きい、０．３ｍＡよりも大
きい、０．１ｍＡよりも大きい、０．３ｍＡよりも大きい、０．５ｍＡよりも大きい、ま
たは１ｍＡよりも大きくてもよい。これらの範囲外の電流も使用されてもよいことを理解
されたい。電流は、設定された期間にわたって印加されてもよい。例えば、電流は、３０
秒よりも長く、１分よりも長く、５分よりも長く、３０分よりも長く、１時間よりも長く
、２時間よりも長く、または５時間よりも長く印加されてもよい。これらの範囲外の時間
も使用されてもよいことを理解されたい。
【０１５３】
　１組の実施形態では、デバイスは、皮膚を切除するための装置を備えてもよい。いずれ
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の理論にも束縛されることを所望するわけではないが、アブレーションは、角質層の微視
的断片を除去し（すなわち、アブレーションが微小孔を形成する）したがって、体液への
アクセスを可能にすることを含むことが考えられる。場合によっては、熱、無線周波数、
および／またはレーザエネルギーが切除に使用されてもよい。場合によっては、発熱体を
使用して、熱アブレーションが適用されてもよい。水および／または組織を加熱すること
が可能な周波数およびエネルギーを使用して、無線周波数アブレーションが実行されても
よい。皮膚の上の場所に照射し、一部分を除去するために、レーザも使用されてもよい。
いくつかの実施形態では、急な温度勾配が皮膚の表面と本質的に垂直に存在するように、
熱がパルスで印加されてもよい。例えば、少なくとも１００℃、少なくとも２００℃、少
なくとも３００℃、または少なくとも４００℃の温度が、１秒未満、０．１秒未満、０．
０１秒未満、０．００５秒未満、または０．００１秒未満にわたって印加されてもよい。
【０１５４】
　いくつかの実施形態では、デバイスは、組織の固体サンプルを取るための機構を備えて
もよい。例えば、固体組織サンプルは、皮膚を擦り取ること、または一部分を切り取るこ
と等の方法によって、取得されてもよい。擦過は、往復運動する動作を含んでもよく、そ
れにより、２つ以上の方向に皮膚の表面に沿って器具が擦過される。擦過はまた、例えば
、１つの方向に皮膚の表面と平行な、または円形に（すなわち、掘削器具を用いて）皮膚
の表面と平行な回転動作によって、達成することもできる。切断機構は、１つ以上の切開
を加えることが可能なブレードと、組織の一部分を除去するための機構とを備えてもよく
、または組織の一部分を切り取るためのペンチ機構を使用してもよい。切断機構はまた、
芯を取り除く動作によって機能してもよい。例えば、組織の円筒芯が除去されてもよいよ
うに、中空円筒形デバイスを皮膚の中へ貫通させることができる。固体サンプルが直接分
析されてもよく、または分析前に液化されてもよい。液化は、有機溶媒、酵素溶液等を用
いた処理を含むことができる。
【０１５５】
　場合によっては、デバイスは、形状記憶ポリマーおよび／または金属、例えば、熱に敏
感なものを含有してもよい。表皮と真皮との間の皮膚への挿入時に、形状記憶ポリマーは
、何らかの様式で膨張し、表皮および真皮の分離が発生することを可能にしてもよい。形
状記憶ポリマーおよび金属の非限定的実施例は、Ｎｉｔｉｎｏｌ、オリゴ（イプシロン－
カプロラクトン）ジオールおよび結晶化可能オリゴ（ロー－ジオキサノン）ジオールの組
成物、またはオリゴ（イプシロン－カプロラクトン）ジメタクリラートおよびｎ－アクリ
ル酸ブチルの組成物を含む。例えば、形状記憶ポリマーおよび（または金属）は、被検体
の体温を下回る温度で、第１の凝縮形状を有してもよいが、皮膚への挿入時に、カッター
が熱くなり、少なくとも何らかの分離を表皮と真皮との間で発生させる、第２のより大き
い形状を成す。
【０１５６】
　デバイスはまた、ある実施形態では、皮膚から除去された流体を決定することが可能な
部分を含有してもよい。例えば、デバイスの一部分は、センサ、または被検体からの引き
抜かれた流体内に含有される、あるいは存在すると疑われる被分析物と相互作用すること
が可能な試薬、例えば、病状に対するマーカーを含有してもよい。非限定的実施例として
、センサは、病状に対するマーカーと相互作用することが可能な抗体、グルコースを検出
することが可能なグルコースオキシダーゼまたはグルコース－１－デヒドロゲナーゼ等の
酵素、または同等物を含有してもよい。被分析物は、定量的または定性的に決定されても
よく、および／または場合によっては、引き抜かれた流体内の被分析物の有無が決定され
てもよい。当業者であれば、多くの好適な市販のセンサを認識し、使用される具体的なセ
ンサは、感知されている特定の被分析物に依存してもよい。例えば、センサ技法の種々の
非限定的実施例は、圧力または温度測定、赤外、吸光、蛍光、紫外／可視光、ＦＴＩＲ（
「フーリエ変換赤外分光法」）、またはラマン等の分光法、圧電測定、免疫学的検定、電
気測定、電気化学測定（例えば、イオン特異的電極）、磁気測定、光学密度測定等の光学
測定、円偏光二色性、準電気的光散乱等の光散乱測定、偏光分析法、屈折率測定法、染料
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等の化学指標、または比濁法を含む濁度測定を含む。
【０１５７】
　既述のように、本発明のある側面は、概して、多種多様な用途で使用することができる
、異方性粒子またはコロイドなどの粒子を対象とする。例えば、粒子は、皮膚内に、また
は皮膚の外部に、例えば、皮膚の表面上のデバイスの中に存在してもよい。粒子は、微小
粒子および／またはナノ粒子を含んでもよい。上記で論議されるように、「微小粒子」が
、約数マイクロメートル（すなわち、約１マイクロメートルから約１ｍｍの間）の平均直
径を有する粒子である一方で、「ナノ粒子」は、数ナノメートル（すなわち、約１ｎｍお
よび約１マイクロメートルの間）の平均直径を有する粒子である。粒子は、場合によって
は、球状または非球状であってもよい。例えば、粒子は、長円形であるか、または細長く
てもよく、あるいは、そのそれぞれが参照することによって本明細書に組み込まれる、Ｓ
．Ｍｉｔｒａｇｏｔｒｉらによる「Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　Ｓｈａｐｅ　ｏｆ　Ｐｏｌ
ｙｍｅｒｉｃ　Ｍｉｃｒｏ－　ａｎｄ　Ｎａｎｏｐａｒｔｉｃｌｅｓ」と題された、２０
０７年９月７日出願の米国特許出願第１１／８５１，９７４号、２００８年３月１３日に
ＷＯ　２００８／０３１０３５として発表された、Ｓ．Ｍｉｔｒａｇｏｔｒｉらによる「
Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　Ｓｈａｐｅ　ｏｆ　Ｐｏｌｙｍｅｒｉｃ　Ｍｉｃｒｏ－　ａｎ
ｄ　Ｎａｎｏｐａｒｔｉｃｌｅｓ」と題された２００７年９月７日出願の国際特許出願第
ＰＣＴ／ＵＳ２００７／０７７８８９号、２００６年９月１４日に米国特許出願公開第２
００６／０２０１３９０号として発表された、Ｊ．　Ｌａｈａｎｎらによる「Ｍｕｌｔｉ
－ｐｈａｓｉｃ　Ｎａｎｏｐａｒｔｉｃｌｅｓ」と題された２００５年１１月１０日出願
の米国特許出願第１１／２７２，１９４号、または２００７年１０月１１日に米国特許出
願公開第２００７／０２３７８００号として発表された、Ｊ．　Ｌａｈａｎｎらによる「
Ｍｕｌｔｉ－Ｐｈａｓｉｃ　Ｂｉｏａｄｈｅｓｉｖｅ　Ｎａｎ－Ｏｂｊｅｃｔｓ　ａｓ　
Ｂｉｏｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ　Ｅｌｅｍｅｎｔｓ　ｉｎ　Ｄｒｕｇ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　
Ｓｙｓｔｅｍｓ」と題された２００７年６月１５日出願の米国特許出願第１１／７６３，
８４２号で開示されているもの等の他の形状を有してもよい。
【０１５８】
　本明細書で使用されるような「異方性」粒子は、球対称ではないもの（しかし、粒子は
依然として種々の対称性を呈してもよい）であるが、粒子は、本明細書で説明されるよう
な本発明の目標のうちの少なくともいくつかを実行するのに十分な非対称性を有してもよ
い。本開示に基づいて、これは、当業者によって明確に理解されるであろう。非対称性は
、形状、組成、または両方の非対称性となり得る。実施例として、卵またはアメリカンフ
ットボールの形状を有する粒子は、完全には球状ではなく、したがって、異方性を呈する
。別の実施例として、正確に一方の半分が赤色であり、もう一方の半分が青色である（ま
たはそうでなければ、異なる側面上で異なる表面特性を提示する）ように塗装された球体
も、依然として少なくとも１つの対称軸を呈するものの、完全に球対称ではないため、異
方性である。
【０１５９】
　したがって、粒子は、その形状により、および／または粒子の表面上および／または粒
子内に存在する２つ以上の領域により、異方性であってもよい。例えば、粒子は、第１の
表面領域と、例えば、着色、表面被覆、１つ以上の反応実体の存在等により、何らかの点
で第１の領域とは明確に異なる第２の表面領域とを含んでもよい。粒子は、その表面上の
みに異なる領域を含んでもよく、または粒子は、２つ以上の異なる領域を内部に含んでも
よく、その部分は、粒子の表面に延在してもよい。領域は、同じまたは異なる形状を有し
、粒子の表面上で任意のパターンで分布してもよい。例えば、領域は、各半球体が同じ形
状および／または同じ表面積を有するように、粒子を２つの半球体に分割してもよく、ま
たは領域は、より複雑な配設で分布してもよい。
【０１６０】
　粒子の非限定的実施例は、そのそれぞれが参照することによって本明細書に組み込まれ
る、２００６年９月１４日に米国特許出願公開第２００６／０２０１３９０号として発表
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された、Ｊ．Ｌａｈａｎｎらによる「Ｍｕｌｔｉ－ｐｈａｓｉｃ　Ｎａｎｏｐａｒｔｉｃ
ｌｅｓ」と題された２００５年１１月１０日出願の米国特許出願第１１／２７２，１９４
号、２００７年１０月１１日に米国特許出願公開第２００７／０２３７８００号として発
表された、Ｊ．Ｌａｈａｎｎらによる「Ｍｕｌｔｉ－Ｐｈａｓｉｃ　Ｂｉｏａｄｈｅｓｉ
ｖｅ　Ｎａｎ－Ｏｂｊｅｃｔｓ　ａｓ　Ｂｉｏｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ　Ｅｌｅｍｅｎｔｓ
　ｉｎ　Ｄｒｕｇ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　Ｓｙｓｔｅｍｓ」と題された２００７年６月１５
日出願の米国特許出願第１１／７６３，８４２号、またはＤ．Ｌｅｖｉｎｓｏｎによる「
Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃｓ
，Ｔｈｅｒａｐｉｅｓ，ａｎｄ　Ｏｔｈｅｒ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ」と題された、
２００８年６月４日出願の米国仮特許出願第６１／０５８，７９６号で見ることができる
。
【０１６１】
　粒子（異方性であってもよく、異方性でなくてもよい）は、用途に応じて、任意の好適
な物質で形成されてもよい。例えば、粒子は、ガラス、および／またはポリエチレン、ポ
リスチレン、シリコーン、ポリフルオロエチレン、ポリアクリル酸、ポリアミド（例えば
、ナイロン）、ポリカーボネート、ポリスルホン、ポリウレタン、ポリブタジエン、ポリ
ブチレン、ポリエーテルスルホン、ポリエーテルイミド、ポリフェニレンオキシド、ポリ
メチルペンテン、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリフタラミド、ポリフェニレ
ンスルフィド、ポリエステル、ポリエーテルエーテルケトン、ポリイミド、ポリメタクリ
ル酸メチル、および／またはポリプロピレン等のポリマーを含んでもよい。場合によって
は、粒子は、リン酸三カルシウム、ヒドロキシアパタイト、フッ素リン灰石、酸化アルミ
ニウム、または酸化ジルコニウム等のセラミックを含んでもよい。場合によっては（例え
ば、ある生物学的用途では）、粒子は、ポリアクリル酸および／またはポリグリコール酸
、ポリ無水物、ポリカプロラクトン、ポリエチレンオキシド、ポリアクリルアミド、ポリ
アクリル酸、ポリブチレンテレフタラート、澱粉、セルロース、キトサン、および／また
はこれらの組み合わせ等の生体適合性および／または生分解性ポリマーから形成されても
よい。１組の実施形態では、粒子は、アガロース、コラーゲン、またはフィブリン等のヒ
ドロゲルを含んでもよい。粒子は、場合によっては、磁気的感受性物質、例えば、常磁性
または強磁性を示す物質を含んでもよい。例えば、粒子は、鉄、酸化鉄、磁鉄鉱、赤鉄鉱
、または鉄を含有する何らかの他の化合物、あるいは同等物を含んでもよい。別の実施形
態では、粒子は、導体物質（例えば、チタン、銅、白金、銀、金、タンタル、パラジウム
、ロジウム等の金属）、または半導体物質（例えば、シリコン、ゲルマニウム、ＣｄＳｅ
、ＣｄＳ等）を含むことができる。本発明の実践で潜在的に有用な他の粒子は、ＺｎＳ、
ＺｎＯ、ＴｉＯ２、ＡｇＩ、ＡｇＢｒ、ＨｇＩ２、ＰｂＳ、ＰｂＳｅ、ＺｎＴｅ、ＣｄＴ
ｅ、Ｉｎ２Ｓ３、Ｉｎ２Ｓｅ３、Ｃｄ３Ｐ２、Ｃｄ３Ａｓ２、ＩｎＡｓ、またはＧａＡｓ
を含む。粒子は、細胞、核酸（例えば、ＲＮＡ、ＤＮＡ、ＰＮＡ等）、タンパク質、ペプ
チド、酵素、ナノ粒子、量子ドット、香料、指標、染料、蛍光種、化学物質、小分子、（
例えば、約１ｋＤａ未満の分子量を有する）または同等物等の生化学種等の、他の種も含
んでもよい。
【０１６２】
　実施例として、金ナノ粒子等の、ある粒子またはコロイドを、被分析物と相互作用する
ことが可能な作用物質で被覆することができる。そのような粒子は、相互と関連し、また
は逆に、粒子を含有する物質の吸光性質に変化がもたらされるような方式で被分析物の存
在下で解離してもよい。このアプローチはまた、一実施形態では、皮膚ベースの視覚セン
サとして使用することもできる。凝集体を識別するための技法の非限定的実施例は、現在
は２００２年３月２６日に発行された米国特許第６，３６１，９４４号である、Ｍｉｒｋ
ｉｎらによる「Ｎａｎｏｐａｒｔｉｃｌｅｓ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅｏｔ
ｉｄｅｓ　Ａｔｔａｃｈｅｄ　Ｔｈｅｒｅｔｏ　ａｎｄ　Ｕｓｅｓ　Ｔｈｅｒｅｆｏｒ」
と題された１９９９年６月２５日出願の米国特許出願第０９／３４４，６６７号で開示さ
れている。
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【０１６３】
　粒子はまた、任意の形状またはサイズを有してもよい。例えば、粒子は、約５ｍｍまた
は２ｍｍ未満、または約１ｍｍ未満、または約５００ミクロン未満、約２００ミクロン未
満、約１００ミクロン未満、約６０ミクロン未満、約５０ミクロン未満、約４０ミクロン
未満、約３０ミクロン未満、約２５ミクロン未満、約１０ミクロン未満、約３ミクロン未
満、約１ミクロン未満、約３００ｎｍ未満、約１００ｎｍ未満、約３０ｎｍ未満、または
約１０ｎｍ未満の平均直径を有してもよい。論議されるように、粒子は、球状または非球
状であってもよい。非球状粒子の平均直径は、非球状粒子と同じ体積を有する完全球体の
直径である。粒子が非球状である場合、粒子は、例えば、楕円体、立方体、繊維、管、棒
、または不整形の形状を有してもよい。場合によっては、粒子は、中空または多孔質であ
ってもよい。他の形状、例えば、コア／シェル構造（例えば、異なる組成を有する）、長
方形円盤、高アスペクト比の長方形円盤、高アスペクト比の棒、ワーム、扁平楕円、長楕
円、楕円形円盤、ＵＦＯ、円形円盤、バレル、弾丸、丸薬、滑車、両凸レンズ、リボン、
ラビオリ、平坦丸薬、双円錐形、ダイヤモンド形円盤、凹形円盤、細長い六角形円盤、タ
コス、襞状長楕円体、襞状扁平楕円体、多孔質楕円体円盤、および同等物も可能である。
例えば、参照することにより本明細書に組み込まれる、２００８年３月１３日に第ＷＯ　
２００８／０３１０３５号として発表された、Ｓ．Ｍｉｔｒａｇｏｔｒｉらによる「Ｅｎ
ｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　Ｓｈａｐｅ　ｏｆ　Ｐｏｌｙｍｅｒｉｃ　Ｍｉｃｒｏ－　ａｎｄ　
Ｎａｎｏｐａｒｔｉｃｌｅｓ」と題された２００７年９月７日出願の国際特許出願第ＰＣ
Ｔ／ＵＳ２００７／０７７８８９号を参照されたい。
【０１６４】
　本発明の一側面では、粒子は、粒子の表面（または表面の少なくとも一部分）上に存在
する、１つ以上の反応実体を含んでもよい。反応実体は、被分析物または別の反応実体と
相互作用および／または関連することが可能な任意の実体であってもよい。例えば、反応
実体は、被分析物に結合することが可能な結合パートナーであってもよい。例えば、反応
実体は、特定の被分析物との結合を受けることができる分子であってもよい。反応実体は
、例えば、ｐＨまたは金属イオン、タンパク質、核酸（例えば、ＤＮＡ、ＲＮＡ等）、薬
剤、糖類（例えば、グルコース）、ホルモン（例えば、エストラジオール、エストロン、
プロゲステロン、プロゲスチン、テストステロン、アンドロステンジオン等）、炭水化物
、または他の関心の被分析物を決定するために使用されてもよい。
【０１６５】
　「結合パートナー」という用語は、特定の分子、例えば、被分析部との結合を受けるこ
とができる分子を指す。例えば、結合は、極めて特異的および／または非共有結合性であ
ってもよい。相互と極めて特異的で非供給結合性の生理化学的相互作用を形成する結合パ
ートナーは、本明細書では「相補的」と定義される。例えば、タンパク質Ａは、生体分子
ＩｇＧの結合パートナーであり、その逆も同様である。他の非限定的実施例は、核酸・核
酸結合、核酸・タンパク質結合、タンパク質・タンパク質結合、酵素・基質結合、受容体
・リガンド結合、受容体・ホルモン結合、抗体・抗原結合等を含む。結合パートナーは、
当業者に公知であるような、特異的、半特異的、および非特異的結合パートナーを含む。
例えば、タンパク質Ａは、通常、「非特異的」または半特異的結合剤と見なされる。別の
実施例として、粒子は、グルコースオキシダーゼまたはグルコース－１－デヒドロゲナー
ゼ等の酵素、またはグルコースに結合することが可能であるコンカナバリンＡ等のレクチ
ンを含有してもよい。
【０１６６】
　付加的な実施例として、結合パートナーは、抗体／抗原ペア、リガンド／受容体ペア、
酵素／基質ペア、および相補的核酸またはアプタマーを含んでもよい。抗体／抗原結合ペ
アに使用されてもよい、好適なエピトープの実施例は、ＨＡ、ＦＬＡＧ、ｃ－Ｍｙｃ、グ
ルタチオン－Ｓ－トランスフェラーゼ、Ｈｉｓ６、ＧＦＰ、ＤＩＧ、ビオチン、およびア
ビジンを含むが、それらに限定されない。抗体は、モノクローナルまたはポリクローナル
であってもよい。結合パートナーとして使用するための好適な抗体は、別個の重鎖、軽鎖
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Ｆａｂ、Ｆａｂ’、Ｆ（ａｂ’）２、Ｆａｂｃ、およびＦｖを含む、抗原結合断片を含む
。抗体はまた、二重特異性または二官能性抗体も含む。例示的な結合パートナーは、ビオ
チン／アビジン、ビオチン／ストレプトアビジン、ビオチン／ニュートラアビジン、およ
びグルタチオン－Ｓ－トランスフェラーゼ/グルタチオンを含む。
【０１６７】
　「結合」という用語は、概して、典型的には、生化学的、生理学的、および／または化
学的相互作用を含むがそれらに限定されない、特異的または非特異的結合または相互作用
により、相互親和性または結合能力を呈する、対応する１対の分子または表面間の相互作
用を指す。結合は、タンパク質、核酸、糖タンパク質、炭水化物、ホルモン、または同等
物を含む、生体分子の間であってもよい。具体的な非限定的実施例は、抗体／抗原、抗体
／ハプテン、酵素／基質、酵素／阻害剤、酵素／補因子、結合タンパク質／基質、担体タ
ンパク質／基質、レクチン／炭水化物、受容体／ホルモン、受容体／エフェクター、核酸
の相補鎖、タンパク質／核酸抑制因子／誘導因子、リガンド／細胞表面受容体、ウイルス
／リガンド、ウイルス／細胞表面受容体等を含む。別の実施例として、結合作用物質は、
キレート剤（例えば、エチレンジアミン四酢酸）またはイオン選択ポリマー（例えば、ポ
リ（カーボネート－ｂ－ジメチルシロキサン）等のブロック共重合体、クラウンエーテル
、または同等物）であってもよい。別の実施例として、結合パートナーは、ビオチンおよ
びストレプトアビジンであってもよく、または結合パートナーは、タンパク質に対して育
てられた抗体であってもよい。
【０１６８】
　結合パートナー（例えば、タンパク質、核酸、抗体等）を指すときの「特異的に結合す
る」という用語は、異種分子の混合物（例えば、タンパク質および他の生物製剤）の中の
結合ペアの一方または他方の構成物質の存在および／または同一性を決定する、反応を指
す。したがって、例えば、受容体／リガンド結合ペアの場合、リガンドは、分子の複雑な
混合物から、その受容体を特異的および／または優先的に選択し、またはその逆も同様で
ある。酵素は、その基質に特異的に結合し、核酸は、その相補体に特異的に結合し、抗体
は、その抗原に特異的に結合する等である。結合は、イオン相互作用または静電相互作用
、共有結合性相互作用、疎水性相互作用、ファンデルワールス相互作用等を含むがそれら
に限定されない、種々の機構のうちの１つ以上によるものであってもよい。
【０１６９】
　したがって、本発明は、ある実施形態では、例えば、非分析物への結合パートナーを介
して、被分析物に結合することが可能な粒子を提供し、そのような粒子は、非分析物を決
定するために使用することができる。そのような決定は、実施形態に応じて、皮膚内、お
よび／または被検体の外部で、例えば、皮膚の表面上のデバイス内で発生してもよい。こ
の文脈で、「決定する」とは、概して、例えば、定量的または定性的な種の分析、および
／または種の有無の検出を指す。種は、例えば、体液および／または体液の中に存在する
と疑われる被分析物であってもよい。「決定すること」はまた、例えば、定量的または定
性的な、および／または相互作用の有無を検出することによる、２つ以上の種の間の相互
作用の分析、例えば、２つの種の間の結合の決定を指してもよい。「決定すること」はま
た、種の間の相互作用を検出または定量化することを意味してもよい。実施例として、被
分析物は、粒子の性質の決定可能な変化、例えば、粒子の化学的性質の変化、粒子の外観
および／または光学的性質の変化、粒子の温度の変化、粒子の電気的性質の変化等を引き
起こしてもよい。場合によっては、変化は、人間に直接適用されてもよい任意の機器によ
る支援を受けない、人間によって決定可能である変化であってもよい。例えば、決定可能
な変化は、いずれの機器の使用も伴わずに（例えば、眼を使用して）人間によって決定可
能となり得る、外観（例えば、色）の変化、温度の変化、臭気の産生等であってもよい。
限定的実施例は、温度変化、感知することができる化学反応または他の相互作用（例えば
、カプサイシンとの）、または同等物を含む。カプサイシンおよびカプサイシン様分子の
実施例は、ジヒドロカプサイシン、ノルジヒドロカプサイシン、ホモジヒドロカプサイシ
ン、ホモカプサイシン、またはノニバミドを含むが、それらに限定されない。いずれの理
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論にも束縛されることを希望せず、カプサイシンおよびカプサイシン様分子は、灼熱感を
生じる、ある神経終末と相互作用してもよいため、そのような分子との相互作用は、被検
体によって感知することができると考えられる。
【０１７０】
　１組の実施形態では、１つより多くの粒子は、被分析物に結合することが可能であって
もよく、および／または１つより多くの被分析物は、粒子に結合してもよい。場合によっ
ては、そのような複数の結合性質は、被分析物への１つより多くの粒子、および／または
粒子への１つより多くの被分析物の集団化をもたらしてもよい。そのような集団化は、何
らかの様式で、例えば、光学性質の変化を介して、決定することができる。実施例として
、被分析物がない場合に、粒子の凝集体が形成してもよいが、被分析物の存在下では、例
えば、被分析物および粒子が競合的または非競合的阻害を呈する場合に、（少なくとも部
分的に）脱凝集してもよい。そのような結合および／または凝集は、場合によっては、平
衡ベースであってもよく、すなわち、結合および／または凝集は、非結合または脱凝集過
程と平衡状態で発生する。したがって、粒子を包囲する環境が何らかの様式で改変される
と（例えば、被分析物の濃度の変化）、それに応じて平衡が偏移してもよく、それは（例
えば、色の変化として）容易に決定することができる。そのような平衡ベースのシステム
は、場合によっては、環境変化を決定するためにいずれのエネルギーも印加する必要なく
、そのような環境の変化を決定することが可能であってもよいことに留意されたい。別の
実施例では、凝集は、電気的または磁気的性質の変化を引き起こしてもよい。
【０１７１】
　実施例として、クラスターを含有する媒体の光学的性質は、何らかの様式で改変されて
もよく（例えば、異なる光散乱性質、異なる不透明性、異なる透明度を呈する）、それは
被分析物と相関させることができる。場合によっては、色は、強度が変化してもよく、例
えば、粒子の集団化が、２つ以上の反応物質をごく接近させてもよい。
【０１７２】
　色以外に他の性質も決定されてもよい。したがって、本明細書で使用されるような粒子
に関する「色」は、一例によるものにすぎず、色の代わりに、または色に加えて、他の性
質が決定されてもよいことを理解されたい。例えば、異方性粒子の集団化は、電場または
磁場を決定することによって決定することができる、粒子の電気的または磁気的性質の変
化を引き起こしてもよい。別の実施例として、第１の領域および第２の領域が、異なる反
応性を有してもよく（例えば、第１の領域が、酵素、抗体等に反応性であってもよい）、
粒子の凝集が、反応性の純変化を引き起こしてもよい。さらに別の実施例として、粒子お
よび／または被分析物を決定するために、サイズが使用されてもよい。例えば、凝集体が
視覚によって識別可能であってもよい、凝集体が沈殿を形成してもよい等である。したが
って、例えば、粒子（異方性であってもよく、異方性でなくてもよい）は、分離すると第
１の色、凝集が発生すると第２の色に見えてもよい。場合によっては、凝集を決定するた
めに、検定（例えば、凝集反応検定）が使用されてもよい。別の１組の実施形態では、粒
子の秩序化が決定されてもよい。例えば、被分析物がない場合、粒子は、基質の表面上で
秩序付けられてもよい一方で、被分析物の存在下では、粒子は、被分析物に結合し、表面
に対して無秩序になってもよい。この秩序化は、例えば、表面の光学的性質（例えば、屈
折率、色、不透明性等）の変化として決定されてもよい。さらに他の実施例として、形状
記憶ポリマーまたは「スマートポリマー」を使用して、形状変化が生じさせられてもよく
、これは、感触によって感知されることが可能であってもよい。代替として、色が放出さ
れてもよく、加水分解反応が発生してもよく、または粒子の凝集が発生してもよい。
【０１７３】
　一実施形態では、被分析物の結合または存在、例えば、吸引水疱デバイスを使用して任
意的に生成される間質液の存在が、触覚変化（例えば、形状または質感の変化）をもたら
す。例えば、１つ以上の被分析物の存在を検出するために、形状記憶ポリマー（ＳＭＰ）
を使用することができる。ＳＭＰは、概して、硬質セグメントおよび軟質セグメントを有
する、相分離線形共重合体として特徴付けられる。硬質セグメントは、典型的には、規定
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融点を伴う結晶質であり、軟質セグメントは、典型的には、規定ガラス転移温度を伴う非
結晶質である。しかしながら、いくつかの実施形態では、硬質セグメントは、非結晶質で
あり、融点よりもむしろガラス転移温度を有する。他の実施形態では、軟質セグメントは
、結晶質であり、ガラス転移温度よりもむしろ融点を有する。軟質セグメントの融点また
はガラス転移温度は、硬質セグメントの融点またはガラス転移温度よりも大幅に小さい。
【０１７４】
　ＳＭＰが硬質セグメントの融点またはガラス転移温度以上に加熱されると、物質を成形
することができる。この（元の）形状は、硬質セグメントの融点またはガラス転移温度以
下にＳＭＰを冷却することによって、「記憶する」ことができる。形状が変形させられて
いる間に、成形されたＳＭＰが軟質セグメントの融点またはガラス転移温度以下に冷却さ
れると、その（一時的な）形状が固定される。元の形状は、軟質セグメントの融点または
ガラス転移温度以下であるが、硬質セグメントの融点またはガラス転移温度以下に加熱す
ることによって回復される。温度の上昇によって誘発される、元の形状の回復は、熱的形
状記憶効果と呼ばれる。物質の形状記憶能力を表す性質は、元の形状の形状回復および一
時的な形状の形状固定を含む。
【０１７５】
　形状記憶ポリマーは、少なくとも１つの物理的架橋結合（硬質セグメントの物理的相互
作用）を含有するか、または硬質セグメントの代わりに共有架橋結合を含有することがで
きる。形状記憶ポリマーはまた、相互貫入ネットワークまたは半相互貫入ネットワークと
なり得る。固体状態から液体状態への状態の変化（融点またはガラス転移温度）に加えて
、硬質および軟質セグメントは、固体から固体への状態遷移を受けてもよく、高度に組織
化された結合に基づく高分子電解質セグメントまたは超分子効果を伴うイオン相互作用を
受けることができる。
【０１７６】
　温度の関数として形状または位相変化することができる他のポリマーは、ＰＬＵＲＯＮ
ＩＣＳ(R)を含む。これらは、ポロキサマー、つまり、ポリオキシエチレン（ポリ（エチ
レンオキシド））の２つの親水性鎖が両側に並んだ、ポリオキシプロピレン（ポリ（プロ
ピレンオキシド））の中央疎水性鎖から成る、非イオントリブロック共重合体として知ら
れている。ポリマーブロックの長さをカスタマイズすることができるため、わずかに異な
る性質を有する、多くの異なるポロキサマーが存在する。「ポロキサマー」という一般的
用語について、これらの共重合体は、一般的に、３つが後に続く（ポロキサマーの）文字
「Ｐ」で名付けられ、最初の２つの数字×１００は、ポリオキシプロピレン核の近似分子
量を生じ、最後の数字×１０は、ポリオキシエチレン含有率を生じる（例えば、Ｐ４０７
＝４，０００ｇ／ｍｏｌのポリオキシプロピレン分子量および７０％ポリオキシエチレン
含有量を伴うポロキサマー）。ＰＬＵＲＯＮＩＣＳ（登録商標）については、これらの共
重合体のコーディングは、２つまたは３つの筋が後に続く、室温でのその物理的形態を定
義する文字から始まる（Ｌ＝液体、Ｐ＝ペースト、Ｆ＝フレーク（固体））。３００を乗
じた数字表示の中の最初の数字（３桁の数字の中の２つの数字）は、疎水性物質の近似分
子量を示し、最後の数字×１０は、ポリオキシエチレン含有率を生じる（例えば、Ｌ６１
＝１，８００ｇ／ｍｏｌのポリオキシプロピレン分子量および１０％ポリオキシエチレン
含有量を伴うＰｌｕｒｏｎｉｃ）。
【０１７７】
　その下限臨界溶解温度（ＬＣＳＴ）で顕著な位相変化を有するゲルを形成する、他の温
度感受性ポリマーは、疎水性モノマー、水素結合モノマー、および感熱性モノマーを含む
、架橋結合共重合体を含む。
【０１７８】
　Ｎ－イソプロピルアクリルアミド（ＮＩＰ）、１－ビニル－２－ピロリジノン（ＶＰＤ
）、および任意でアクリル酸（ＡＡ）の共重合生成物を含む、付加的な熱反応性の水溶性
ポリマーは、温度の変化として形状を変化させる。構成要素ＡＡの割合が増加するにつれ
て、下限臨界溶解温度（ＬＣＳＴ）が低下し、重合体に高い反応性を付与する、ＣＯＯＨ
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反応基が増加する。モノマーの割合を調整することによって、広い範囲のＬＣＳＴを約２
０℃から８０℃まで操作することができる。
【０１７９】
　形状記憶効果は、典型的には、熱的効果との関連で説明されるが、ポリマーは、光の印
加、イオン濃度および／またはｐＨ、電場、磁場、または超音波の変化に応じて、形状を
変化させることができる。例えば、ＳＭＰは、少なくとも１つの硬質セグメントと、少な
くとも１つの軟質セグメントとを含むことができ、セグメントのうちの少なくとも２つ、
例えば、２つの軟質セグメントは、光、電場、磁場、または超音波の印加の下で開裂可能
であってもよい、官能基を介して相互に結合される。一時的な形状は、線形ポリマーを架
橋結合することによって固定されてもよい。これらの結合を開裂することによって、元の
形状を回復することができる。これらの結合を架橋結合および開裂するための刺激は、同
じ、または異なり得る。
【０１８０】
　一実施形態では、形状記憶ポリマー組成物は、発色団となり得る、被分析物と結合し、
錯体形成し、または相互作用する。硬質および／または軟質セグメントは、発色団が光を
吸収するとシス異性体からトランス異性体に偏移する、二重結合を含むことができる。し
たがって、二重結合が異性体になるか否かを観察することによって、発色団被分析物の存
在を検出するために、光を使用することができる。
【０１８１】
　形状記憶効果はまた、イオン強度またはｐＨの変化によって誘発することもできる。種
々の官能基が、あるイオンの存在下で、またはｐＨの変化に応じて、架橋結合することが
知られている。例えば、カルシウムイオンは、アミンおよびアルコール基に架橋結合する
ことが知られており、すなわち、アルギン酸塩上のアミン基をカルシウムイオンと架橋結
合することができる。また、カルボン酸塩およびアミン基は、あるｐＨで荷電種になる。
これらの種は、帯電すると、反対電荷のイオンと架橋結合することができる。硬質および
／または軟質セグメント上のイオン種の濃度の変化および／またはｐＨの変化に応答する
基の存在は、これらのセグメント間の可逆的連結をもたらす。セグメントを架橋結合しな
がら、物体の形状を固定することができる。形状が変形させられた後、イオン濃度または
ｐＨの改変は、セグメント間に架橋結合を形成したイオン相互作用の開裂をもたらし、そ
れにより、変形によって引き起こされたひずみを緩和し、したがって、物体をその元の形
状に戻すことができる。この過程でイオン結合が作られ、破壊されるため、１回しか行う
ことができない。しかしながら、イオン濃度および／またはｐＨを改変することによって
結合を再形成することができるため、所望に応じて過程を繰り返すことができる。したが
って、この実施形態では、イオン強度またはｐＨを変化させる被分析物の存在は、被分析
物の存在を確認する、ポリマーの形状記憶効果を誘発することができる。
【０１８２】
　形状記憶効果を誘発するために、電場および／または磁場も使用することができる。多
数の非局在化電子を伴う発色団等の種々の部分が、電場または磁場によって引き起こされ
た電子流の増加の結果として、印加された電場または磁場のパルスに応じて温度を上昇さ
せる。物質は、温度を上昇させた後、物質が直接加熱された場合と同じように、温度によ
って誘発された形状記憶を受けることができる。これらの組成物は、埋め込まれた物質へ
の熱の直接印加が困難となる場合がある、生物医学的用途で有用であるが、印加された電
場または磁場の印加は、発色団を伴う分子のみに影響を及ぼし、周辺組織を加熱しない。
例えば、多数の非局在化電子を伴う発色団被分析物の存在は、印加された電場または磁場
のパルスに応じて、形状記憶ポリマーインプラントを包囲する環境内で温度の上昇を引き
起こすことができる。この温度の上昇は、順に、熱的形状記憶効果を引き起こし、したが
って、特定の被分析物の存在を確認することができる。
【０１８３】
　他の種類の「スマートポリマー」も使用されてもよい。部位特異的共役を形成するポリ
マーおよび相互作用分子等の刺激応答性構成要素の能力の組み合わせが、種々の検定、分
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離、処理、および他の用途で有用である。ポリマー鎖の立体構造および体積は、ｐＨ、温
度、光、または他の刺激の改変を通して操作することができる。相互作用分子は、抗体、
受容体、または酵素等のタンパク質またはペプチド、リガンドに特異的に結合する多糖類
または糖タンパク質、あるいはアンチセンス、リボザイム、およびアプタマー等の核酸、
あるいは環境または製造過程内の有機また無機分子に対するリガンドのような、生体分子
となり得る。刺激応答性ポリマーは、隣接する結合部位、例えば、ストレプトアビジンの
ビオチン結合部位、抗体の抗原結合部位、または酵素の活性基質結合部位におけるリガン
ド・生体分子結合を改変する刺激によって、ポリマーを操作することができるように、特
異的部位における認識生体分子に連結される。結合は、完全に遮断されてもよく（すなわ
ち、共役がオン・オフスイッチとしての役割を果たす）、または部分的に遮断されてもよ
い（すなわち、共役が、結合を部分的に遮断するように、またはより大きいリガンドの結
合のみを遮断するように、レオスタットしての役割を果たす）。リガンドはまた、いった
ん結合されると、１つ（以上）の共役ポリマーを刺激して、リガンドおよびそれに付着し
たあらゆるものの放出を引き起こすことによって、結合部位から放出されてもよい。代替
として、適切な環境刺激への刺激応答性構成要素の曝露を通して、ポリマー・共役生体分
子の選択的分割、相分離、または沈殿を達成することができる。
【０１８４】
　被分析物の検出または定量化のための信号を提供するために、液晶ポリマー物質も使用
することができる。液晶は、３つの次元全てではなく、１つまたは２つの次元のみで貯距
離秩序を呈する物質である。液晶状態の際立った特性は、配向子として知られている、共
通軸に沿って向く分子またはメソゲンの傾向である。この特徴は、分子が、固有の秩序を
持たない液相または非晶相である場合、および分子が、高度に秩序付けられ、平行移動す
る自由がほとんどない、固体状態である場合の物質とは対照的である。液晶状態の特徴的
な配向秩序は、結晶相と液相との間にある。これらは、圧力または温度感受性となり、色
または形状の変化を生じることによって反応することができる。
【０１８５】
　場合によっては、粒子は、被分析物を決定することが可能な診断用薬を含有してもよい
。被検体内の被分析物の実施例は、（例えば、糖尿病に対する）グルコースであり、他の
潜在的に好適な被分析物は、（例えば、脱水を決定するための）ナトリウム、カリウム、
塩素、カルシウム、マグネシウム、および／または重炭酸塩等のイオン、二酸化炭素また
は酸素等のガス、ｐＨ、尿素、血中尿素窒素、またはクレアチニン等の代謝産物、（例え
ば、妊娠、違法薬物使用、または同等物を決定するための）エストラジオール、エストロ
ン、プロゲステロン、プロゲスチン、テストステロン、アンドロステンジオン等のホルモ
ン、またはコレステロールを含む。さらに他の潜在的に好適な被分析物は、細菌またはウ
イルス等の種々の病原体、および／またはそのような病原体によって産生されるマーカー
を含む。例えば、粒子は、最近によって産生されるマーカーを対象とする抗体を含んでも
よい。加えて、例えば、異なる粒子の種類の使用を通して、および／または上記で論議さ
れるもの等の１つより多くの被分析物を決定することが可能な粒子の使用を通して、１つ
より多くの被分析物が被検体の中で決定されてもよい。例えば、第１組の粒子が、第１の
被分析物を決定してもよく、第２組の粒子が、第２の被分析物を決定してもよい。場合に
よっては、そのような粒子は、被検体の物理的状態を決定するために使用されてもよい。
例えば、粒子は、健康な状態を示す第１の色、および疾患状態を示す第２の色を呈しても
よい。場合によっては、健康の程度を決定するために、粒子の外観が使用されてもよい。
例えば、粒子は、健康な状態を示す第１の色、警告状態を示す第２の色、および危険な状
態を示す第３の色を呈してもよく、または粒子は、被検体の健康の程度を示す一連の色を
呈してもよい。
【０１８６】
　これらの種および／または他の種への結合パートナーが、当技術分野で周知である。非
限定的実施例は、フェノールレッド、ブロムチモールブルー、クロロフェノールレッド、
フルオレセイン、ＨＰＴＳ、５（６）－カルボキシ－２’，７’－ジメトキシフルオレセ
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インＳＮＡＲＦ、およびフェノールフタレイン等のｐＨ感受性実体、Ｆｕｒａ－２および
Ｉｎｄｏ－１等のカルシムに敏感な実体、６－メトキシ－Ｎ－（３－スルホプロピル）－
キノリニウムおよびルシゲニン等の塩素に敏感な実体、４－アミノ－５－メチルアミノ－
２’，７’－ジフルオロフルオロセイン等の酸化窒素に敏感な実体、トリス（４，４’－
ジフェニル－２，２’－ビピリジン）塩化ルテニウム（ＩＩ）五水和物等の溶解酸素に敏
感な実体、溶解ＣＯ２に敏感な実体、ＢＯＤＩＰＹ　５３０で標識したグリセロホスホエ
タノールアミン等の脂肪酸に敏感な実体、４－アミノ－４’－ベンズアミドスチルベン－
２－２’ジスルホン酸（血清アルブミンに敏感である）、Ｘ－ＧａｌまたはＮＢＴ／ＢＣ
ＩＰ（ある酵素に敏感である）、Ｔｂ３＋からＴｂＣｌ３（あるカルシウム結合タンパク
質に敏感である）、ＢＯＤＩＰＹ　ＦＬファラシジン（アクチンに敏感である）、または
ＢＯＣＩＬＬＩＮ　ＦＬ（あるペニシリン結合タンパク質に敏感である）等のタンパク質
に敏感な実体、グルコース、ラクトース、または他の構成要素の濃度に敏感な実体、プロ
テアーゼ、乳酸塩、または他の代謝副産物に敏感な実体、タンパク質、抗体、または他の
細胞生成物に敏感な実体を含む。
【０１８７】
　１組の実施形態では、被分析物を決定するために被検体で使用される粒子のうちの少な
くともいくつかが、異方性粒子であり（しかしながら、他の場合においては、粒子は、必
ずしも異方性ではない）、場合によっては、粒子の実質的に全てが異方性粒子である。あ
る場合においては、粒子の少なくとも約１０％、少なくとも約３０％、少なくとも約４０
％、少なくとも約５０％、少なくとも約６０％、少なくとも約７０％、少なくとも約８０
％、少なくとも約９０％、少なくとも約９５％、または少なくとも約９９％が異方性粒子
である。一実施形態では、異方性粒子は、第１の色を有する第１の領域と、第１の色とは
明確に異なる第２の色を有する第２の領域とを有してもよく、粒子は、被検体内の被分析
物に曝露されると、上記で論議されるような、第１の領域または第１の色に対して、過剰
な第２の領域または第２の色を呈する、クラスターを形成してもよい。粒子は、例えば、
被検体の血流中および／または皮膚内に存在してもよい。
【０１８８】
　場合によっては、粒子は、皮膚の中への送達後に、皮膚内の「タトゥー」または永久的
マークの外観与えてもよく、タトゥーまたは他のマークは、任意の色および／またはサイ
ズであってもよい。例えば、一実施形態では、グルコースに結合することが可能である、
上記で説明されるもの等の異方性粒子は、被検体の皮膚に送達されてもよく、そのような
粒子は、皮膚内の配置後に、色の変化を呈することによって、グルコースの有無に反応し
てもよい。粒子は、グルコースの有無および／またはグルコースの濃度に基づく色変化を
呈してもよい。例えば、粒子は、凝集していないときに第１の色（例えば、緑色）を呈し
てもよく、または粒子は、凝集していないときに不可視的であるが、凝集しているときに
可視的であってもよい（例えば、色を呈する）。粒子は、例えば、第１の色（例えば、緑
色）を有する第１の表面領域と、第２の色（例えば、赤色）を有する第２の表面領域とを
有する、異方性粒子であってもよく、第１の表面領域は、グルコースへの結合パートナー
を含有してもよい。低レベルのグルコースでは、粒子が、第１および第２の色の組み合わ
せを呈してもよい一方で、高レベルのグルコースでは、粒子は、第２の色をさらに呈して
もよい。
【０１８９】
　粒子の集団化を発生させることは、被分析物への粒子の曝露のみに限定されないことに
留意されたい。別の１組の実施形態では、例えば、粒子の集団化または凝集性質は、何ら
かの様式で外部から制御される。例えば、粒子をより近づける、および／または粒子を分
離させるために、電気力、磁力、および／または機械力を使用することができる。したが
って、場合によっては、粒子への電気力、磁力、および／または機械力の印加が、粒子に
色の変化を呈させる。本明細書で論議されるような粒子の集団化または凝集は、略球状凝
集に限定されない。場合によっては、粒子は、表面上に集団化してもよく、または粒子は
、被分析物または他の外力により、表面に対して何らかの様式で整合されてもよい。
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【０１９０】
　加えて、粒子は、必ずしも被分析物への結合パートナーではない反応実体を含有しても
よいことに留意されたい。例えば、第１の反応実体と、第１の反応実体と反応する第２の
反応実体とを含有する、第１の粒子があってもよく、何らかの様式で（例えば、粒子のそ
れぞれの上で結合パートナーによって認識される被分析物または他の化学物質への曝露に
よって、粒子を近づけるように、電気力、磁力、および／または機械力の印加によって等
）粒子が接合されると、第１および第２の反応実体が反応してもよい。具体的実施例とし
て、第１および第２の反応実体との間の反応は、吸熱または発熱反応であってもよく、し
たがって、粒子が接合されると、何らかの様式で決定することができる、温度変化が生じ
させられる。別の実施例として、第１および第２の反応物質の間の反応は、物質の放出を
引き起こしてもよい。場合によっては、物質は、被検体によって感知することができるも
の、例えば、カプサイシン、酸、アレルゲン、または同等物であってもよい。したがって
、被検体は、温度の変化、苦痛、かゆみ、腫脹、または同等物を感知してもよい。
【０１９１】
　場合によっては、粒子は、運搬流体、例えば、生理食塩水の中で懸濁されてもよく、ま
たは粒子は、基質、例えば、送達後に間質液によってアクセス可能である、またはアクセ
ス可能となる多孔質マトリクス、あるいはヒドロゲルマトリクス等内に含有されてもよい
。例えば、マトリクスは、ポリアクリル酸、ポリグリコール酸、ポリ乳酸・グリコール酸
共重合体等の生分解性および／または生体適合性物質、または他の同様の物質から形成さ
れてもよい。
【０１９２】
　場合によっては、マトリクスは、例えば、マトリクスが多孔質である場合に、粒子との
被分析物等の平衡が発生することを可能にしながら、粒子の存在に対する被検体による免
疫応答を防止するか、または少なくとも阻止してもよい。例えば、多孔質マトリクスの細
孔は、タンパク質、小分子（例えば、グルコース、イオン、溶解ガス等）が浸透すること
ができる一方で、免疫細胞が浸透できないようなものであってもよい。細孔は、例えば、
約５マイクロメートル未満、約４マイクロメートル未満、約３マイクロメートル未満、約
２マイクロメートル未満、約１．５マイクロメートル未満、約１．０マイクロメートル未
満、約０．７５マイクロメートル未満、約０．６マイクロメートル未満、約０．５マイク
ロメートル未満、約０．４マイクロメートル未満、約０．３マイクロメートル未満、約０
．１マイクロメートル未満、約０．０７マイクロメートル、または他の実施形態では約０
．０５マイクロメートル未満であってもよい。マトリクスは、例えば、ポリアクリル酸お
よび／またはポリグリコール酸、ポリ無水物、ポリカプロラクトン、ポリエチレンオキシ
ド、ポリブチレンテレフタラート、澱粉、セルロース、キトサン、および／またはこれら
の組み合わせ等の生体適合性および／または生分解性ポリマー、および／またはアガロー
ス、コラーゲン、フィブリン、または同等物等の他の物質を含んでもよい。
【０１９３】
　したがって、１組の実施形態では、自動車ダッシュボード上の光に類比することができ
る、例えば、正常には緑色、疑わしい、わずかに低い、またはわずかに高い場合は屓色、
および異常には赤色である、粒子が提供される。次いで、被検体は、適切な医療関係者に
診てもらう必要があること、および緊急性の程度を知る。粒子は、検出部位に配置され、
読み取られてもよい。例えば、デバイスは、視覚比色信号を提供してもよいが、臭い（例
えば、ｐＨまたは温度の変化時に放出される）または触覚（化学反応による形状変化）等
の他の信号が可能である。
【０１９４】
　粒子からの信号は、被分析物の存在および／または量を示すパターンまたは色を発生さ
せるために使用することができる。パターンまたは色の密度、形状、色、または強度は、
はい・いいえ型の答えを提供してもよく、または定量的な量を提供するように等級を付け
られてもよい。これはまた、いくつかの実施形態では、ｐＨまたは温度変化への曝露によ
って達成することもできる。他のパターンは、例えば、＋および－記号、矢印（例えば、
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上向き矢印または下向き矢印）、顔（笑顔、中間、悲しい）等、または同等物を含む。
【０１９５】
　１組の実施形態では、皮膚表面は、反応があるときに感触を変化させてもよい。例えば
、形状記憶ポリマーは、コレステロールレベルが１５０ｍｇ／ｄｌを下回るときに「ＯＫ
」と言ってもよい。これらは、コレステロールレベルが２００ｍｇ／ｄｌを超えるときに
「高」を準備するように変化してもよい。デバイスは、これらのレベルの間の値で、空白
であるか、または定義が欠けていてもよい。
【０１９６】
　粒子は、被分析物と反応したときに変化してもよい。これは、ｐＨまたは温度変化の関
数として放出される、食品の臭い等の臭いをもたらしてもよい。例えば、カプセル化した
香りが放出されてもよい。場合によっては、ＦＤＡ　ＧＲＡＳ原料が信号として使用され
てもよい。
【０１９７】
　これらは、疾患または炎症を示す温度の変化を測定するように、皮膚に適用されてもよ
い。一実施形態では、デバイスは、無色であるか、または正常温度を示す色（例えば、緑
色）であってもよく、またはデバイスは、「ＯＫ」等のメッセージを表示する。温度が、
１０１°Ｆ等のあるレベルを超える場合、色が変化する（例えば、注意には黄色、または
警告あるいは危機には赤色）か、またはメッセージが変化して（例えば、形状記憶ポリマ
ーが使用される）「熱」を読み出す。これらは、監督すべき多数の乳児または幼児がいて
、発熱が急速に発生し得る、託児所等の設定で特に有用である。
【０１９８】
　別の実施形態では、粒子は、血液酸素の減少を測定するために、または、分子と特異的
に反応する作用物質、および反応する分子の量と相関した量で信号を発出する信号発出作
用物質を提供することによって、グルコース、コレステロール、トリグリセリド、癌マー
カー、あるいは感染作用物質等の分子の量を測定するために使用されてもよい。温度モニ
タに類似する別の非限定的実施例として、例えば、色変化を生じる、例えば、「Ｃ高」ま
たは「インスリン！」と言うメッセージを作成するために、事前設定されたレベルを使用
することができる。
【０１９９】
　上記で論議されるように、デバイスは、色変化またはメッセージ変化の代わりに、形状
を変化させ、香りまたは風味を発し、またはそうでなければ、さらなる情報を求める必要
性を個人に通知してもよい。場合によっては、これは、疾患の指標を確認することができ
、適切な医学的介入を得ることができる、治療を求めることとなる場合がある。発熱を示
す温度の場合、介護者は、標準温度計を使用して温度を測定する場合がある。妊娠または
排卵を示すホルモン変化の場合、尿サンプルを使用して、ＥＬＩＳＡ検査が行われる場合
がある。高グルコースの場合、これは、標準グルコースモニタおよび血液サンプルを使用
して確認することができる。
【０２００】
　別の側面では、粒子は、例えば、永久的または一時的タトゥーとして、審美的目的で送
達されてもよい。場合によっては、皮膚内に含有される「タトゥー」または粒子は、被検
体への電気力、磁力、および／または機械力の投与によって改変可能であってもよい。例
えば、そのような力を印加することによって、粒子が集団化させられてもよく、それは、
上記で論議されるように、色の変化をもたらしてもよい。したがって、本発明の一実施形
態は、電気力、磁力、および／または機械力等の外部刺激の印加、および／または皮膚に
適用される化学物質（例えば、粒子上の種の結合パートナーである化学物質）によって改
変することができる、皮膚の中の審美的マークを対象とする。
【０２０１】
　皮膚に存在するタトゥー（または他のマーク）は、例えば、装飾美術として、または識
別システムとして、任意の機能を有してもよい。例えば、タトゥーは、刺激を被検体に印
加すること（例えば、電場、磁場、機械力、化学物質等）、および色の変化等のマークの
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変化を識別することによりタトゥーを確認することによって、検証されてもよい。マーク
の変化は、永久的または一時的であってもよい。具体的実施例として、刺激が、第１の色
を呈する第１の領域と、第２の色を呈する第２の領域とを含有する異方性粒子に印加され
てもよい。刺激がない場合、粒子は、第１および第２の色の混合を呈するが、刺激の印加
の下では、粒子が整合されるにつれて１つだけの色が呈されてもよい。この色の変化の識
別は、例えば、芸術的に、または識別マークとして使用されてもよい。既述のように、場
合によっては、そのようなマークは、永久的または一時的であってもよい。別の実施例と
して、粒子は、刺激がない場合に不可視的（例えば、凝集していない）であってもよいが
、刺激が印加されると可視的（例えば、凝集している）になる。場合によっては、粒子は
、刺激が印加されている間に外観を変化させるが、いったん刺激が除去されると元の外観
に戻る。しかしながら、他の場合においては、粒子は、刺激の除去後しばらくの間、改変
した外観を保持することが可能であってもよく、場合によっては、粒子は、改変した外観
を永久的に保持する。
【０２０２】
　別の側面では、本発明は、以前に論議されている組成物のうちの１つ以上を含むキット
、例えば、粒子を含むキット、流体を送達し、および／または皮膚から引き抜くためのデ
バイスを含むキット、被検体の皮膚内で流体のプール領域を生成することが可能なデバイ
スを含むキット、流体を決定することが可能なデバイスを含むキット、または同等物を対
象とする。デバイス１５２を含有するキット１５０を伴って、本発明の１つより多くのデ
バイスを含有するキットの実施例が、図１１Ｂに図示されている。本明細書で使用される
ような「キット」は、典型的には、例えば、本発明の組成物またはデバイスのうちの１つ
以上、および／または以前に説明されているような本発明と関連付けられる他の組成物ま
たはデバイスを含む、パッケージまたはアセンブリを定義する。例えば、１組の実施形態
では、キットは、デバイスと、デバイスとともに使用するための１つ以上の組成物とを含
んでもよい。キットの組成物のそれぞれは、存在する場合、液体形態で（例えば、溶液で
）、または固体形態（例えば、乾燥粉末）で提供されてもよい。ある場合においては、組
成物のうちのいくつかは、例えば、キットとともに提供されてもされなくてもよい、好適
な溶媒または他の種の添加によって、構成可能であってもよく、またはそうでなければ（
例えば、活性形態に）加工可能であってもよい。本発明と関連付けられる他の組成物また
は構成要素の実施例は、例えば、サンプルおよび／または被検体に対する特定の用途のた
めの組成物および構成要素を、例えば、使用する、投与する、修正する、組み立てる、貯
蔵する、包装する、調製する、混合する、希釈する、および／または保存するための、溶
媒、界面活性剤、希釈剤、塩、緩衝剤、乳化剤、キレート剤、充填剤、酸化防止剤、結合
剤、増量剤、防腐剤、乾燥剤、抗菌剤、針、シリンジ、包装材、管、ボトル、フラスコ、
ビーカー、皿、フリット、フィルタ、リング、クランプ、ラップ、パッチ、容器、テープ
、接着剤、および同等物を含むが、それらに限定されない。
【０２０３】
　本発明のキットは、場合によっては、取扱説明書が本発明の組成物と関連付けられるも
のであることを当業者が認識するような方式で、本発明の組成物と関連して提供される、
任意の形態の取扱説明書を含んでもよい。例えば、取扱説明書は、キットと関連付けられ
る組成物および／または他の組成物の使用、修正、混合、希釈、保存、投与、組立、貯蔵
、包装、および／または調製のための取扱説明書を含んでもよい。場合によっては、取扱
説明書はまた、例えば、サンプルおよび／または被検体に対する特定の用途のための、例
えば、組成物の送達および／または投与のための取扱説明書を含んでもよい。取扱説明書
は、例えば、任意の方式で提供される、書面または出版、口頭、可聴（例えば、電話によ
る）、デジタル、光学、視覚（例えば、ビデオテープ、ＤＶＤ等）、または電子通信（イ
ンターネットまたはウェブベースの通信を含む）といった、そのような取扱説明書を含有
するための好適な媒介物として、当業者によって認識可能な任意の形態で提供されてもよ
い。
【０２０４】
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　いくつかの実施形態では、本発明は、本明細書で論議されるような本発明の１つ以上の
実施形態を推進する方法を対象とする。本明細書で使用されるように、「推進する」は、
本明細書で論議されるような本発明のシステム、デバイス、装置、部品、方法、組成物、
キット等と関連付けられる、販売する、宣伝する、割り当てる、使用許諾する、契約する
、命令する、教育する、研究する、輸入する、輸出する、交渉する、出資する、融資する
、取引する、販売供給する、再販売する、流通させる、修理する、交換する、保証する、
告訴する、特許取得する、または同等のことを行う方法を含むが、それらに限定されない
、全ての営業する方法を含む。推進の方法は、個人、事業（公営または民間）、パートナ
ーシップ、企業、トラスト、契約または非契約機関、単科大学または総合大学等の教育機
関、研究機関、病院または他の臨床機関、政府機関等を含むが、それらに限定されない、
任意の当事者によって行うことができる。推進活動は、本発明と明確に関連付けられる、
任意の形態（例えば、書面、口頭、および／またはＥメール、電話、インターネット、ウ
ェブベース等であるが、それらに限定されない電子通信）の通信を含んでもよい。
【０２０５】
　１組の実施形態では、推進の方法は、１つ以上の取扱説明書を伴ってもよい。本明細書
で使用されるような「取扱説明書」は、指導有用性の構成要素（例えば、指図、ガイド、
警告、標識、注釈、ＦＡＱまたは「よくある質問」等）を定義し、典型的には、本発明に
関する、あるいは本発明および／または本発明のパッケージと関連付けられる、書面の取
扱説明書を伴うことができる。取扱説明書はまた、例えば、本明細書で論議されるように
、取扱説明書が本発明と関連付けられるものであることをユーザが明確に認識するような
任意の方式で提供される、任意の形態の指導通信（例えば、口頭、電子、可聴、デジタル
、光学、視覚等）を含むこともできる。
【０２０６】
　Ｄ．Ｌｅｖｉｎｓｏｎによる「Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　
ｆｏｒ　Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃｓ，Ｔｈｅｒａｐｉｅｓ，ａｎｄ　Ｏｔｈｅｒ　Ａｐｐｌ
ｉｃａｔｉｏｎｓ」と題された、２００８年６月４日出願の米国仮特許出願第６１／０５
８，７９６号が、参照することにより本明細書に組み込まれる。また、参照することによ
り、Ｄ．Ｌｅｖｉｎｓｏｎによる「Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｔｒａｃｅｒｓ
　ｗｉｔｈｉｎ　Ｓｕｂｊｅｃｔｓ」と題された、２００９年３月２６日出願の米国仮特
許出願第６１／１６３，７３３号、Ｄ．Ｌｅｖｉｎｓｏｎらによる「Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎ
ｇ　ｏｆ　Ｉｍｐｌａｎｔｓ　ａｎｄ　Ｏｔｈｅｒ　Ｄｅｖｉｃｅｓ」と題された、２０
０９年３月２６日出願の米国仮特許出願第６１／１６３，７５０号、Ｄ．Ｌｅｖｉｎｓｏ
ｎによる「Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｄｉａｇｎｏ
ｓｔｉｃｓ，Ｔｈｅｒａｐｉｅｓ，ａｎｄ　ｏｔｈｅｒ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ」と
題された、２００９年３月２６日出願の米国仮特許出願第６１／０５８，６８２号、Ｄ．
Ｌｅｖｉｎｓｏｎによる「Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ
　Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃｓ，Ｔｈｅｒａｐｉｅｓ，ａｎｄ　Ｏｔｈｅｒ　Ａｐｐｌｉｃａ
ｔｉｏｎｓ」と題された、２００９年３月２６日出願の米国仮特許出願第６１／１６３，
７９３号、「Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｄｉａｇｎ
ｏｓｔｉｃｓ，Ｔｈｅｒａｐｉｅｓ，　ａｎｄ　Ｏｔｈｅｒ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ
」と題された、２００９年６月４日出願の米国特許出願第１２／４７８，７５６号、「Ｃ
ｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃｓ，
　Ｔｈｅｒａｐｉｅｓ，ａｎｄ　Ｏｔｈｅｒ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ」と題された、
２００９年６月４日出願の国際特許出願第ＰＣＴ／ＵＳ０９／０４６３３３号、「Ｓｙｓ
ｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｃｒｅａｔｉｎｇ　ａｎｄ　Ｕｓｉｎｇ　
Ｓｕｃｔｉｏｎ　Ｂｌｉｓｔｅｒｓ　ｏｒ　Ｏｔｈｅｒ　Ｐｏｏｌｅｄ　Ｒｅｇｉｏｎｓ
　ｏｆ　Ｆｌｕｉｄ　ｗｉｔｈｉｎ　ｔｈｅ　Ｓｋｉｎ」と題された、２００９年３月２
６日出願の米国仮特許出願第６１／１６３，７１０号、「Ｏｘｙｇｅｎ　Ｓｅｎｓｏｒ」
と題された、２００９年３月２日出願の米国仮特許出願第６１／１５６，６３２号、「Ｄ
ｅｖｉｃｅｓ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　ｗｉｔｈ　Ｄｉ
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ａｇｎｏｓｔｉｃｓ，Ｔｈｅｒａｐｉｅｓ，ａｎｄ　Ｏｔｈｅｒ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏ
ｎｓ，　Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ｓｋｉｎ－Ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏ
ｎｓ」と題された、２００９年６月２４日出願の米国仮特許出願第６１／２６９，４３６
号、Ｄ．Ｌｅｖｉｎｓｏｎによる「Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ
　ｆｏｒ　Ｒａｐｉｄ　Ｏｎｅ－Ｓｔｅｐ　Ｄｉａｇｎｏｓｉｓ」と題された、２００９
年３月２６日出願の米国仮特許出願第６１／１６３，７９１号、「Ｄｅｖｉｃｅｓ　ａｎ
ｄ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　Ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　ｗｉｔｈ　Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃｓ
，　Ｔｈｅｒａｐｉｅｓ，ａｎｄ　Ｏｔｈｅｒ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ，Ｉｎｃｌｕ
ｄｉｎｇ　Ｓｋｉｎ－Ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓと題された、２
００９年１１月３日出願の米国仮特許出願第６１／２５７，７３１号、および「Ｂｌｏｏ
ｄ　Ｓａｍｐｌｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ」と題された２０１０年１
月１３日出願の米国仮特許出願第６１／２９４，５４３号も、本明細書に組み込まれる。
また、参照することにより、Ｌｅｖｉｎｓｏｎらによる「Ｏｘｙｇｅｎ　Ｓｅｎｓｏｒ」
と同じ日付に出願されている以下の米国特許出願、Ｌｅｖｉｎｓｏｎらによる「Ｓｙｓｔ
ｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｃｒｅａｔｉｎｇ　ａｎｄ　Ｕｓｉｎｇ　Ｓ
ｕｃｔｉｏｎ　Ｂｌｉｓｔｅｒｓ　ｏｒ　Ｏｔｈｅｒ　Ｐｏｏｌｅｄ　Ｒｅｇｉｏｎｓ　
ｏｆ　Ｆｌｕｉｄ　ｗｉｔｈｉｎ　ｔｈｅ　Ｓｋｉｎ」、およびＢｅｒｎｓｔｅｉｎらに
よる「Ｄｅｖｉｃｅｓ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　Ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　ｗｉｔ
ｈ　Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃｓ，Ｔｈｅｒａｐｉｅｓ，ａｎｄ　Ｏｔｈｅｒ　Ａｐｐｌｉｃ
ａｔｉｏｎｓ，Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ｓｋｉｎ－Ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　Ａｐｐｌｉｃａ
ｔｉｏｎｓ」も、本明細書に組み込まれる。
【０２０７】
　本発明の一側面では、本明細書で説明されるもの等の粒子を形成する方法が提供される
。例えば、１組の実施形態では、粒子を調製するために、エレクトロスプレーまたはエレ
クトロスピン技法が使用される。場合によっては、２つ以上の流体流が、複合流を形成す
るのに十分な空間次元にわたって接触するように、２つ以上の流体流（液体ジェットを含
む）がともに組み合わせられる。場合によっては、複合流内には、２つ以上の流体流の混
合がほとんどないか、または全くない。いくつかの変化例では、流体流は、導電性であり
、ある場合においては、電場の影響下で２つ以上の流体流を組み合わせることによって、
円錐ジェットが形成されてもよい。
【０２０８】
　場合によっては、複合流は、例えば、電場等の力場の印加によって、基質に方向付けら
れる。例えば、複合流が帯電している場合、基質に向かって複合流を押し進めるために電
場が使用されてもよい。複合流は、場合によっては、例えば、一連の液滴（球状であって
も球状でなくてもよい）を形成する、連続的または不連続的であってもよい。場合によっ
ては、複合流は、基質との接触前および／またはときに硬化される。例えば、複合流は、
複合流の少なくとも一部分（例えば、溶媒）が蒸発することが可能である条件下で、基質
に向かって押し進められてもよく、残りの流れを硬化および／または沈殿させ、例えば、
粒子、球体、棒、繊維を形成させる。いくつかの変化例では、複合流は、粒子、球体、棒
、および／または繊維の形成につながり得る、液滴に断片化する。
【０２０９】
　そのような粒子または繊維を形成するための技法の付加的な実施例は、２００６年９月
１４日に米国特許出願公開第２００６／０２０１３９０号として発表された、Ｌａｈａｎ
ｎらによる「Ｍｕｌｔｉ－ｐｈａｓｉｃ　Ｎａｎｏｐａｒｔｉｃｌｅｓ」と題された２０
０５年１１月１０日出願の米国特許出願第１１／２７２，１９４号、または優先して２０
０７年１０月１１日に米国特許出願公開第２００７／０２３７８００号として発表された
、Ｌａｈａｎｎによる「Ｍｕｌｔｉｐｈａｓｉｃ　Ｂｉｏｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ　Ｎａｎ
ｏ－Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｕｓｅ　Ｔｈｅｒｅｏｆ
」と題された２００７年６月１５日出願の米国特許出願第１１／７６３，８４２号で見出
すことができ、そのそれぞれは、参照することにより本明細書に組み込まれる。
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【０２１０】
　１組の実施形態では、溶媒蒸発技法が使用されてもよい。一実施形態では、ポリマーが
、塩化メチレン等の揮発性有機溶媒の中で溶解させられてもよい。薬剤または他の好適な
種が溶液に添加され、混合物は、ポリ（ビニルアルコール）等の表面活性剤を含有する水
溶液の中で懸濁される。結果として生じる乳剤は、固体粒子を残して有機溶媒の大部分が
蒸発するまで、撹拌することができる。結果として生じる粒子は、水で洗浄され、凍結乾
燥機の中で一晩乾燥させられてもよい。この方法によって、異なるサイズまたは形態の粒
子を得ることができる。この方法は、ポリエステルおよびポリスチレンのような比較的安
定したポリマーに有用である。
【０２１１】
　別の１組の実施形態では、例えば、ポリ無水物等のポリマーに、溶媒除去技法が使用さ
れてもよい。一実施形態では、ポリマーは、塩化メチレンのような揮発性有機溶媒の中で
溶解させられてもよい。混合物は、乳剤を形成するように有機油（シリコン油等）の中で
撹拌することによって懸濁させることができる。これは、高い融点および異なる分子量を
伴うポリマーから粒子を作製するために使用することができる。この手順によって、直径
が、例えば、１～２０００ミクロン、１～１０００ミクロン、１～５００ミクロン、１～
３００ミクロン、１～１００ミクロン、１～３０ミクロン、１～１０ミクロン等に及ぶ粒
子を得ることができる。この技法で産生される球体の外部形態は、使用されるポリマーの
種類を制御することによって制御されてもよい。
【０２１２】
　さらに別の１組の実施形態では、噴霧乾燥技法が使用されてもよい。一実施形態では、
ポリマーは、有機溶媒の中で溶解させられる。次いで、溶液または分散が噴霧乾燥させら
れる。使用されるポリマーに依存する形態を伴って、直径が、例えば、１～２０００ミク
ロン、１～１０００ミクロン、１～５００ミクロン、１～３００ミクロン、１～１００ミ
クロン、１～３０ミクロン、１～１０ミクロン等に及ぶ粒子を得ることができる。
【０２１３】
　さらに別の１組の実施形態では、界面重縮合技法が使用されてもよい。一実施形態では
、モノマーが溶媒の中で溶解させられる。第２のモノマーが、第１の溶媒と非混合性であ
る第２の溶媒（典型的には水性）の中で溶解させられる。第２の溶液を撹拌することを通
して、第１の溶液を懸濁させることによって、乳剤が形成されてもよい。いったん乳剤が
安定化すると、開始剤を水相に添加し、乳剤の各液滴の界面において界面重合を引き起こ
すことができる。
【０２１４】
　さらに別の１組の実施形態では、相反転技法が使用されてもよい。１組の実施形態では
、相反転方法を使用して、ポリマーから粒子を形成することができ、ポリマーは、溶媒の
中で溶解させられ、有利な条件下で粒子を自発的に産生するように、混合物は、ポリマー
用の非溶媒の中へ注がれる。該方法は、例えば、約１００ナノメートルから約１０ミクロ
ンを含む、広範囲の直径で粒子を産生するために使用することができる。使用することが
できるポリマーの実施例は、ポリビニルフェノールおよびポリ乳酸を含む。場合によって
は、ポリマーを有機溶媒の中で溶解させ、次いで、非溶媒と接触させることができ、それ
は、溶解ポリマーの相反転に、任意的に抗原または他の物質を組み込む、粒子を形成させ
る。
【０２１５】
　さらに別の１組の実施形態では、相分離技法が使用されてもよい。１組の実施形態では
、ポリマーは、ポリマー溶液を形成するように溶媒の中で溶解させられる。継続的に撹拌
しながら、ポリマーの可溶性を減少させるように、ポリマー用の非溶媒が溶液に添加され
てもよい。溶媒および非溶媒の中のポリマーの可溶性に応じて、ポリマーは、沈殿し、お
よび／またはポリマーが豊富な相およびポリマーが乏しい相に相分離してもよい。適正な
条件下で、ポリマーが豊富な相の中のポリマーは、連続層との界面に移動し、粒子を形成
してもよい。
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【０２１６】
　さらに別の１組の実施形態では、自然乳化技法を使用することができる。１組の実施形
態は、温度を変化させ、溶媒を蒸発させ、および／または化学架橋結合剤を添加すること
によって、乳化ポリマー液滴を凝固させることを伴う。さらに別の１組の実施形態では、
熱溶融技法が使用されてもよい。
【０２１７】
　場合によっては、粒子は、ゲルを含んでもよい。例えば、１組の実施形態では、イオン
ゲル化技法を通して、アルギン酸塩およびヒアルロン酸等のゲル型ポリマーでできている
粒子を産生することができる。一実施形態では、ポリマーを最初に水溶液の中で溶解させ
、場合によっては、液滴を破断するために窒素および／または他のガスの流れを採用する
、液滴形成デバイスを通して押出することができる。形成する液滴を捕捉するように、ゆ
っくり撹拌した（約１００～１７０ＲＰＭ）イオン硬化槽が、押出デバイスより下側に設
置されてもよい。粒子は、槽の中でインキュベートしてゲル化が発生することを可能にす
るように残される。粒子サイズは、例えば、種々のサイズ押出機を使用すること、または
窒素ガスあるいはポリマー溶液の流速を変化させることによって、制御されてもよい。一
実施形態では、酸性溶液の中でポリマーを溶解させ、それをトリポリリン酸塩と架橋結合
することによって、キトサン粒子を調製することができる。別の実施形態では、酸性溶液
の中でポリマーを溶解させ、鉛イオンを伴うナノ粒子を沈殿させることによって、カルボ
キシメチルセルロース（ＣＭＣ）ナノ粒子を調製することができる。場合によっては、負
に帯電したポリマー（例えば、アルギン酸塩、ＣＭＣ）が使用される場合、異なる分子量
の正に帯電したリガンド（例えば、ポリリシン、ポリエチレンイミン）をイオン付着する
ことができる。
【０２１８】
　ナノ粒子を調製するために使用することができる、当技術分野で公知の他の方法は、高
分子電解質濃縮、単または二重乳剤（プローブ超音波処理）、ナノ粒子成形、または静電
自己集合（例えば、ポリエチレンイミン－ＤＮＡまたはリポソーム）を含むが、それらに
限定されない。
【０２１９】
　場合によっては、粒子は、被分析物を結合または錯体形成するために使用される官能基
を含んでもよく、そのような官能基は、粒子形成の前に導入することができ（例えば、被
分析物を結合または錯体形成するための１つ以上の官能基で、モノマーを官能基化するこ
とができる）、または官能基は、粒子形成後に導入することができる（例えば、反応性官
能基で微小粒子の表面を官能基化することによって）。粒子は、任意で、１つ以上の核物
質をその中に封入していてもよい。一実施形態では、粒子は、付加的な機器の必要なく、
ユーザに検出可能な信号を提供するように、有効量で存在してもよい。例えば、部品は、
ユーザによって容易に検出可能である被分析物を結合または錯体形成すると、味、臭い、
形状、および／または色の変化を提供するように、有効量で存在するべきである。
【０２２０】
　本発明のいくつかの実施形態が本明細書で説明および例証されているが、当業者であれ
ば、機能を果たし、および／または本明細書で説明される結果および／または利点のうち
の１つ以上を得るための種々の他の手段および／または構造を容易に構想し、そのような
変化例および／または修正のそれぞれは、本発明の範囲内と見なされる。より一般的には
、当業者であれば、本明細書で説明される全てのパラメータ、寸法、材料、および構成は
、例示的となるように意図されており、実際のパラメータ、寸法、材料、および／または
構成は、本発明の教示が使用される、１つまたは複数の具体的用途に依存することを容易
に理解するであろう。当業者であれば、日常的にすぎない実験を使用して、本明細書で説
明される本発明の具体的実施形態の多くの同等物を認識し、または確認することができる
であろう。したがって、前述の実施形態は、一例のみとして提示され、添付の請求項およ
びそれらの同等物の範囲内で、具体的に説明および請求される通り以外で本発明が実践さ
れてもよいことを理解されたい。本発明は、本明細書で説明される各個別特徴、システム
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、部品、物質、キット、および／または方法を対象とする。加えて、そのような特徴、シ
ステム、部品、物質、キット、および／または方法が相互に矛盾していなければ、２つ以
上のそのような特徴、システム、部品、物質、キット、および／または方法の任意の組み
合わせが、本発明の範囲内に含まれる。
【０２２１】
　本明細書で定義および使用されるような全ての定義は、辞書の定義、参照することによ
り組み込まれる文書内の定義、および／または定義された用語の通常の意味に対して優勢
であると理解されるべきである。
【０２２２】
　明細書および請求項で使用されるような「１つの」という不定冠詞は、明確にそれとは
反対に示されない限り、「少なくとも１つの」を意味すると理解されるべきである。
【０２２３】
　明細書および請求項で使用されるような「および／または」という語句は、そのように
結合された要素の「いずれか一方または両方」、すなわち、場合によっては接合的に存在
し、他の場合においては離接的に存在する要素を意味すると理解されるべきである。「お
よび／または」で記載される複数の要素は、同じように、すなわち、そのように結合され
た要素のうちの「１つ以上」と解釈されるべきである。「および／または」節によって具
体的に識別される要素以外に、具体的に識別される要素に関係しようと、無関係であろう
と、他の要素が任意的に存在してもよい。したがって、非限定的実施例として、「Ａおよ
び／またはＢ」への言及は、「～を備える」等の制約のない用語と併せて使用されると、
一実施形態ではＡのみ（任意でＢ以外の要素を含む）、別の実施形態ではＢのみ（任意で
Ａ以外の要素を含む）、さらに別の実施形態ではＡおよびＢの両方（任意で他の要素を含
む）等を指すことができる。
【０２２４】
　明細書および請求項で使用されるように、「または」は、上記で定義されるような「お
よび／または」と同じ意味を有すると理解されるべきである。例えば、リストの中のアイ
テムを分離するときに、「または」あるいは「および／または」は、包括的として、すな
わち、少なくとも１つを含むが、いくつかの要素または要素のリストのうちの１つより多
く、および任意で付加的な記載されていないアイテムも含むと解釈されるものとする。「
～のうちの１つのみ」または「～のうちの正確に１つ」等の明確にそれとは反対に示され
る他の用語、あるいは請求項で使用されるときの「～から成る」は、いくつかの要素また
は要素のリストのうちの正確に１つの要素の包含を指す。概して、本明細書で使用される
ような「または」という用語は、「いずれか一方」、「～のうちの１つ」、「～のうちの
１つのみ」、または「～のうちの正確に１つ」等の排他性の用語が続くときに、排他的な
代替用語（すなわち、「一方または他方であるが両方ではない」）を示すと解釈されるだ
けのものとする。「本質的に～から成る」は、請求項で使用されると、特許法の分野で使
用されるようなその通常の意味を有するものとする。
【０２２５】
　明細書および請求項で使用されるように、「少なくとも１つ」という語句は、１つ以上
の要素のリストを参照して、要素のリストの中の要素のうちのいずれか１つ以上から選択
される少なくとも１つの要素を意味するが、要素のリスト内に具体的に記載されたあらゆ
る要素のうちの少なくとも１つを必ずしも含まず、要素のリストの中の要素の任意の組み
合わせを排除しないと理解されるべきである。この定義はまた、具体的に識別される要素
に関係しようと、無関係であろうと、「少なくとも１つ」という語句が指す、要素のリス
ト内で具体的に識別される要素以外に、要素が任意で存在してもよいことを許容する。し
たがって、非限定的実施例として、「ＡおよびＢのうちの少なくとも１つ」（または同等
に「ＡまたはＢのうちの少なくとも１つ」、あるいは同等に「Ａおよび／またはＢのうち
の少なくとも１つ」）は、一実施形態では、いずれのＢも存在しない、任意で１つより多
くを含む、少なくとも１つのＡ（および任意でＢ以外の要素を含む）、別の実施形態では
、いずれのＡも存在しない、任意で１つより多くを含む、少なくとも１つのＢ（および任
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意でＡ以外の要素を含む）、さらに別の実施形態では、任意で１つより多くを含む、少な
くとも１つのＡ、および任意で１つより多くを含む、少なくとも１つのＢ（および任意で
他の要素を含む）等を指すことができる。
【０２２６】
　また、明確にそれとは反対に示されない限り、１つより多くのステップまたは行為を含
む、本明細書で請求される任意の方法では、方法のステップまたは行為の順序は、方法の
ステップまたは行為が記載される順序に必ずしも限定されないことも理解されたい。
【０２２７】
　請求項では、ならびに上記の明細書では、「～を備える」、「～を含む」、「～を携持
する」、「～を有する」、「～を含有する」、「～を伴う」、「～を担持する」、「～か
ら構成される」、および同等物等の全ての移行句は、制約がない、すなわち、「～を含む
が、それに限定されない」を意味すると理解されるものである。「～から成る」および「
本質的に～から成る」という移行句のみが、米国特許審査手続便覧第２１１１．０３条（
Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ　Ｐａｔｅｎｔ　Ｏｆｆｉｃｅ　Ｍａｎｕａｌ　ｏｆ　Ｐａ
ｔｅｎｔ　Ｅｘａｍｉｎｉｎｇ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ，　Ｓｅｃｔｉｏｎ　２１１１．
０３）で規定されているように、それぞれ、制約的または半制約的移行句であるものとす
る。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】

【図１Ｄ】
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【図２Ｂ】

【図２Ｃ】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図３Ｃ】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】
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【図５】
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【図８Ａ】

【図８Ｂ】

【図８Ｃ】

【図８Ｄ】

【図８Ｅ】
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【図９Ａ】
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【図１０Ａ】

【図１０Ｂ】
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